
第一射場 第二射場

立順 所　　属 氏　　　名 体温 体調 立順 所　　属 氏　　　名 体温 体調

85 東京第三 田中　宗春 285 千葉 田中　新一

86 千葉 荒井　真理 286 埼玉 岩元　真

87 東京第一 木原　弘幹 287 静岡 岸　絵美

88 東京第一 清水　宏史 288 千葉 金山　幸司

89 東京第三 上山　綾子 289 東京第三 虞　明慧

90 東京第三 中村　豊 290 東京第三 山中　勝文

91 群馬 岩井　賢一 291 埼玉 加々美　淳一

92 東京第二 荒川　泰宏 292 千葉 山﨑　猛浩

93 千葉 椿　高之 293 千葉 柴山　国弘

94 千葉 森田　晴代 294 東京第三 松島　弘

95 東京第三 岡山　太郎 295 東京第三 柴田　里香

96 東京第三 石崎　英恵 296 東京第三 佐藤　由浩

97 東京第三 市川　玲子 297 埼玉 作野　幸子

98 埼玉 渡邊　充子 298 埼玉 武居　涼子

99 東京第三 小林　由里 299 東京第二 土井　晴人

100 東京第一 高野　真弓 300 東京第三 竹島　大翔

101 埼玉 細川　博 301 茨城 阿片　理恵

102 東京第二 穐原　明美 302 千葉 海老原　二三枝

103 千葉 木村　隆弘 303 埼玉 合田　崇志

104 埼玉 榎本　容子 304 東京第一 清水　由美

105 東京第三 鈴木　恵世 305 東京第三 蒲生　美恵子

106 東京第二 宍道　洋 306 東京第一 西岡　裕介

107 東京第一 渡部　靖子 307 東京第三 森　紀美子

108 東京第三 町居　真理子 308 東京第三 周東　美紀

109 東京第二 桒原　りか 309 静岡 増田　夕紀子

110 千葉 杉本　和歌子 310 埼玉 濱井　さやか

111 東京第三 細田　育生 311 埼玉 林　良子

112 埼玉 沖田　純子 312 長野 福澤　貴二

113 東京第三 苫米地　文子 313 東京第三 石津　龍一

114 茨城 島崎　かおる 314 茨城 中野　耕

115 埼玉 町田　秀夫 315 千葉 竹本　弘

116 茨城 金塚　安伸 316 茨城 永井　哲三

117 埼玉 清水　寛子 317 千葉 井上　久雄

118 茨城 砂田　桂佑 318 茨城 塚本　哲生

実施：令和 4年 5月29日

会場：神奈川県立武道館
五段審査受審者名簿



第一射場 第二射場

実施：令和 4年 5月29日

会場：神奈川県立武道館
五段審査受審者名簿

119 千葉 杉本　久 319 埼玉 黒須　昭宏

120 東京第三 石川　ひとみ 320 東京第三 三木　達也

121 東京第三 林　深雪 321 東京第三 五十子　阿也子

122 埼玉 遠田　弘志 322 埼玉 池永　直子

123 千葉 秋山　佐和子 323 埼玉 齋藤　香

124 埼玉 篠原　和子 324 埼玉 根岸　努

125 群馬 浦野　美由紀 325 埼玉 野島　由紀子

126 埼玉 清住　洋恵 326 埼玉 安江　仁美

127 埼玉 谷内　雅史 327 埼玉 神田　淳

128 埼玉 横田　かづ江 328 千葉 山口　勝男

129 埼玉 中村　恭子 329 茨城 新井　智恵子

130 静岡 久保田　典子 330 東京第一 小倉　たつみ

131 東京第三 小竹　宏子 331 千葉 前田　明德

132 埼玉 中川　みゆき 332 茨城 川端　達夫

133 東京第一 小原　英一郎 333 東京第一 木谷　幸枝

134 静岡 内山　貴文 334 東京第二 稲川　徹

135 東京第三 山田　満雄 335 千葉 中園　里佳

136 静岡 関口　守 336 東京第三 河田　孝雄

137 神奈川 田中　義禮 337 神奈川 阿部　京子

138 神奈川 高橋　尚美 338 神奈川 大重　貞子

139 神奈川 矢部　礼子 339 神奈川 平田　昭生

140 神奈川 長谷川　洋一 340 東京第三 鈴木　丈雄

341 埼玉 作野　肇一 五段取得済：欠

五段取得済：欠



種別 第一射場 第二射場

9:30 ～ 10:25 五段 　　１ ～ 　２８ ２０１ ～ ２２８

10:35 ～ 11:30 五段 　２９ ～ 　５６ ２２９ ～ ２５６

11:40 ～ 12:35 五段 　５７ ～ 　８４ ２５７ ～ ２８４

13:10 ～ 14:05 五段 　８５ ～ １１２ ２８５ ～ ３１２

県外受審者は合格者を発表・登録料徴収

14:20 ～ 15:25 五段 １１３ ～ １４０ ３１３ ～ ３３９

県外受審者は合格者を発表・登録料徴収

欠席者については、行射区分の中で詰めるものとする。

１、２９、５７、８５、１１３、２０１、２２９、２５７、２８５、３１３番

より開始に変更はない。

１射場４人立ちにて行射を行う。

五段審査 時間割表
実施：令和 4年 5月29日

会場：神奈川県立武道館

時　　　間

昼　食　休　憩（35分）

行
 
射
 
区
 
分



　　　　令和４年度　関東連合審査　【横浜】受審者名簿、指定入館時間

立順 所　　属 氏　　　名 立順 所　　属 氏　　　名 入館時間

85 東京第三 田中　宗春 285 千葉 田中　新一

86 千葉 荒井　真理 286 埼玉 岩元　真

87 東京第一 木原　弘幹 287 静岡 岸　絵美

88 東京第一 清水　宏史 288 千葉 金山　幸司

89 東京第三 上山　綾子 289 東京第三 虞　明慧

90 東京第三 中村　豊 290 東京第三 山中　勝文

91 群馬 岩井　賢一 291 埼玉 加々美　淳一

92 東京第二 荒川　泰宏 292 千葉 山﨑　猛浩

93 千葉 椿　高之 293 千葉 柴山　国弘

94 千葉 森田　晴代 294 東京第三 松島　弘

95 東京第三 岡山　太郎 295 東京第三 柴田　里香

96 東京第三 石崎　英恵 296 東京第三 佐藤　由浩

97 東京第三 市川　玲子 297 埼玉 作野　幸子

98 埼玉 渡邊　充子 298 埼玉 武居　涼子

99 東京第三 小林　由里 299 東京第二 土井　晴人

100 東京第一 高野　真弓 300 東京第三 竹島　大翔

101 埼玉 細川　博 301 茨城 阿片　理恵

102 東京第二 穐原　明美 302 千葉 海老原　二三枝

103 千葉 木村　隆弘 303 埼玉 合田　崇志

104 埼玉 榎本　容子 304 東京第一 清水　由美

105 東京第三 鈴木　恵世 305 東京第三 蒲生　美恵子

106 東京第二 宍道　洋 306 東京第一 西岡　裕介

107 東京第一 渡部　靖子 307 東京第三 森　紀美子

108 東京第三 町居　真理子 308 東京第三 周東　美紀

109 東京第二 桒原　りか 309 静岡 増田　夕紀子

110 千葉 杉本　和歌子 310 埼玉 濱井　さやか

111 東京第三 細田　育生 311 埼玉 林　良子

112 埼玉 沖田　純子 312 長野 福澤　貴二

113 東京第三 苫米地　文子 313 東京第三 石津　龍一

114 茨城 島崎　かおる 314 茨城 中野　耕

115 埼玉 町田　秀夫 315 千葉 竹本　弘

116 茨城 金塚　安伸 316 茨城 永井　哲三

117 埼玉 清水　寛子 317 千葉 井上　久雄

118 茨城 砂田　桂佑 318 茨城 塚本　哲生

119 千葉 杉本　久 319 埼玉 黒須　昭宏

120 東京第三 石川　ひとみ 320 東京第三 三木　達也

121 東京第三 林　深雪 321 東京第三 五十子　阿也子

122 埼玉 遠田　弘志 322 埼玉 池永　直子

123 千葉 秋山　佐和子 323 埼玉 齋藤　香

第一射場 第二射場

11:50

12:00

12:10

12:30

12:40



124 埼玉 篠原　和子 324 埼玉 根岸　努

125 群馬 浦野　美由紀 325 埼玉 野島　由紀子

126 埼玉 清住　洋恵 326 埼玉 安江　仁美

127 埼玉 谷内　雅史 327 埼玉 神田　淳

128 埼玉 横田　かづ江 328 千葉 山口　勝男

129 埼玉 中村　恭子 329 茨城 新井　智恵子

130 静岡 久保田　典子 330 東京第一 小倉　たつみ

131 東京第三 小竹　宏子 331 千葉 前田　明德

132 埼玉 中川　みゆき 332 茨城 川端　達夫

133 東京第一 小原　英一郎 333 東京第一 木谷　幸枝

134 静岡 内山　貴文 334 東京第二 稲川　徹

135 東京第三 山田　満雄 335 千葉 中園　里佳

136 静岡 関口　守 336 東京第三 河田　孝雄

137 神奈川 田中　義禮 337 神奈川 阿部　京子

138 神奈川 高橋　尚美 338 神奈川 大重　貞子

139 神奈川 矢部　礼子 339 神奈川 平田　昭生

140 神奈川 長谷川　洋一

注意事項

＊ 入館時体温測定器にて体温を測定し（手を消毒後）受付時に申告してください。

＊ 射場に入場するまでは必ずマスクを着用し、館内では無駄な会話はご遠慮ください。

＊ コロナ感染防止対策のため、観覧席は使用禁止といたします。

＊ 合格者の発表は、次の通りです。

＊神奈川県内受審者　後日所属団体長へ連絡しますので行射後速やかに退館してください。

＊県外受審者　休憩区分で合格者を発表します。登録料を納入してください。

（登録料納入がない場合は、合格が取り消されますのでご注意ください。）

12:50

13:00



弓道控室

１３：１０から


