
令和４年７月３日　中央道場

入館開始時間 ３部（６段以上）

1 小林 由香 初段 浅草 289 阿部 貴大 錬士 六段 新宿

2 田中 遼 初段 墨田 290 早川 泰彦 錬士 六段 大宮八幡

3 齊藤 隆一 初段 多摩 291 髙谷 英志 錬士 六段 足立

4 大塚 嵐 弐段 江東 292 中田 美弥 錬士 六段 板橋

5 大田 亜紀 弐段 足立 293 田中 勝朗 錬士 六段 江東

6 鄒 靜文 初段 新宿 294 三輪 義隆 錬士 六段 稲城

7 前阪 裕史 初段 新宿 295 山口 智史 錬士 六段 江東

8 金澤 明 弐段 豊島 296 沼里 恵子 錬士 六段 大田第一

9 加藤 博昭 弐段 豊島 297 早川 和彦 錬士 六段 稲城

10 足立 莉奈 弐段 皇宮警察 298 橋本 直 錬士 六段 至誠会

11 松本 静 弐段 浅草 299 松本 愛子 錬士 六段 練馬

12 園原 奈津恵 弐段 中央 300 中嶋 一貴 錬士 六段 平和の森

13 武田 昌弘 弐段 青梅 301 野村 桃子 練士 六段 防衛省支部

14 鹿野 智久 弐段 江東 302 佐久間 秀志 錬士 六段 品川

15 中根 梨花子 弐段 新宿 303 鈴木 健治 錬士 六段 中央

16 中村 靖夫 弐段 小金井 304 江沢 水穂 錬士 六段 中央

17 山田 弥古 弐段 浅草 305 寺岡 栄一 錬士 六段 国分寺

18 川島 敏明 弐段 小平 306 瀬口 雅明 錬士 六段 中央

19 阿部 玲緒 弐段 町田 307 福島 和宏 錬士 六段 浅草

20 鈴木 直美 弐段 小金井 308 小山 充子 錬士 六段 平和の森

21 上村 美紀 弐段 皇宮警察 309 池田 眞弓 錬士 六段 港

22 堀 至希 弐段 大宮八幡 310 汲田 憲一 錬士 六段 足立

23 平井 遼太郎 弐段 千代田 311 鈴木 晴彦 錬士 六段 小平

24 富永 綾花 弐段 墨田 312 藤岡 典子 錬士 六段 大田第一

25 阿部 麻依子 弐段 豊島 313 石井 昭彦 錬士 六段 江東

26 安藤 穂乃香 参段 皇宮警察 314 三浦 和雄 錬士 六段 福生

27 三瓶 栄二 参段 足立 315 角田 恵 錬士 六段 三鷹

28 吉村 幸恵 参段 中央 316 横瀬 正夫 錬士 六段 港

29 野久尾 智明 参段 三鷹 317 門上 真弓 錬士 六段 調布

30 橋本 信子 参段 小金井 318 平戸 京子 教士 六段 青梅

31 宮 良幸 参段 足立 319 木俣 録八 教士 六段 ＮＴＴ

32 楯岡 聖也 参段 大田第一 320 磯 学 教士 六段 多摩

33 福代 莉々子 参段 板橋 321 中橋 信子 教士 六段 渋谷

34 阿部 哲 参段 大宮八幡 322 船津 由美子 教士 六段 杉並

35 白川 尊也 参段 八王子 323 粟野 茂 教士 六段 品川

36 宮崎 淨愛 参段 青梅 324 柏木 誠 教士 六段 窪田

37 神宮寺 正子 参段 練馬 325 宮川 睦子 教士 六段 砧

38 竹内 愉美 参段 板橋 326 小田切 昭 教士 六段 中央

39 福島 涼介 参段 墨田 327 渡邊 幸弘 教士 六段 板橋

40 古賀 庸介 参段 豊島 328 前田 かおり 教士 六段 東村山

41 李 軒叡 参段 北 329 野村 豊司 教士 六段 防衛省支部

42 橋本 淑美 参段 稲城 330 川﨑 良典 教士 六段 八王子

43 橋本 周 参段 稲城 331 畝本 孝志 教士 六段 大田第一

44 若杉 真与 参段 中央 332 成田 寿一 教士 七段 江戸川

45 藤井 千里 参段 目黒 333 木村 裕子 教士 七段 西東京

46 門間 遥 参段 防衛省支部 334 中川 直樹 教士 七段 防衛省支部

47 恩田 雅貴 参段 稲城 335 高橋 晃 教士 七段 国分寺

48 佐々木 花恵 参段 豊島 336 平戸 昭文 教士 七段 青梅

49 朴 在鉉 参段 板橋 337 角坂 憲次 教士 七段 窪田

50 小山 裕子 参段 板橋 338 鹿野 伸一 教士 七段 板橋

51 岩井 優 参段 豊島 339 宇都宮 益則 教士 七段 中央

52 江川 友香 参段 青梅 340 内田 良子 教士 七段 板橋

53 松本 裕 参段 練馬 341 田中 健二 教士 七段 玉川

54 宮本 裕子 参段 豊島 342 礒部 孝 教士 七段 玉川

55 田邊 留美子 参段 千代田 343 齋藤 往子 教士 七段 足立

56 石垣 英範 参段 足立 344 田口 大祐 教士 七段 多摩

57 鴻巣 真央 参段 江東 345 小山 孝昭 教士 七段 平和の森

58 宇治 有美子 参段 大宮八幡 346 村川 平治 範士 八段 墨田

59 藤本 隆義 参段 練馬 347 窪田 史郎 範士 八段 窪田

60 菊池 敏 参段 砧 348 中塚 祥一郎 範士 八段 調布

61 小林 季之 参段 板橋 ※決勝２立（４つ矢36cm,以降24cm) 12:30 12:50

62 内藤 悦子 参段 杉並

63 篠原 宏 参段 新宿

64 石井 遥香 参段 皇宮警察

65 中野 隆幸 参段 豊島

66 小倉 泉弥 参段 豊島

67 柿澤 整 参段 皇宮警察

68 前田 あけみ 参段 国分寺

69 佐久間 美木 参段 文京

70 浅井 邦夫 参段 杉並

71 佐藤 志津樹 参段 足立

72 伊藤 幸代 参段 国分寺

73 松田 孝裕 参段 小金井

74 佐藤 絵里 参段 浅草

75 土田 直明 参段 豊島

76 石神 浩美 参段 防衛省支部

77 信成 悦 参段 大田第一

78 森尾 亜紀子 参段 練馬

79 岸 美智代 参段 大田第一

80 原田 富士子 参段 杉並

81 水堀 としみ 参段 大田第一

82 若松 正明 参段 稲城

83 樋口 悦子 参段 西東京

84 桃澤 路子 参段 足立

85 鉄羅 美貴 参段 豊島

86 平山 大典 参段 千代田

87 児山 久仁子 参段 港

88 山賀 出穂 参段 足立
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第５５回　東京都弓道選手権大会（国体選手壮行会）　入館時間
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