
第３９回　東京都弓道遠的選手権大会　入館時間

第一部　女子の部 入館開始時間 第二部　男子の部 入館開始時間

1 小林 由香 初段 浅草 101 大塚 嵐 弐段 江東
2 松本 静 弐段 浅草 102 平井 遼太郎 弐段 千代田
3 園原 奈津恵 弐段 中央 103 福島 隆雄 弐段 西東京
4 山田 弥古 弐段 浅草 104 三瓶 栄二 参段 足立
5 吉村 幸恵 参段 中央 105 宮 良幸 参段 足立
6 李 辛田 参段 文京 106 阿部 哲 参段 大宮八幡
7 城戸 万倫子 参段 文京 107 李 軒叡 参段 北
8 松本 裕 参段 練馬 108 福山 清隆 参段 江東
9 鴻巣 真央 参段 江東 109 岩井 優 参段 豊島
10 吉岡 繁子 参段 江東 110 藤本 隆義 参段 練馬
11 瀬谷 尚美 参段 砧 111 播谷 仁 参段 平和の森
12 佐藤 絵里 参段 浅草 112 平山 大典 参段 千代田
13 水堀 としみ 参段 大田第一 113 馬上 祐典 四段 江東
14 桃澤 路子 参段 足立 114 戸澤 俊太郎 四段 練馬
15 大川 桃代 参段 江東 115 松岡 一也 四段 三菱
16 稲垣 孝子 四段 品川 116 井上 幸雄 四段 千代田
17 平野 素子 四段 国分寺 117 小越 智就 四段 大田第一
18 門井 浩子 四段 江東 118 石本 亮 四段 千代田
19 石田 公葉 四段 江東 119 岩田 武人 四段 平和の森
20 中村 万里子 四段 小金井 120 稲熊 渉 四段 板橋
21 向井 理沙 四段 品川 121 吉田 新治 四段 昭島
22 山本 穂馨 四段 調布 122 横田 純一郎 四段 平和の森
23 柴田 里香 四段 町田 123 長谷川 雅亮 四段 江東
24 阿部 優衣 四段 新宿 124 渡邊 雄俊 四段 皇宮警察
25 名取 理佐 四段 板橋 125 坂梨 知司 四段 小金井
26 高橋 奈保美 四段 国立 126 小松﨑 勇佑 五段 足立
27 杉田 菜摘 四段 江東 127 置本 宗康 五段 大田第一
28 広部 せい子 四段 新宿 128 小林 利行 五段 目黒
29 佐藤 由紀子 五段 小金井 129 池田 晴雄 五段 至誠会
30 曽根 裕香 五段 新宿 130 郡司 和徳 五段 平和の森
31 鏡 玲子 五段 町田 131 山口 穣 五段 江戸川
32 室谷 みどり 五段 至誠会 132 本間 幹裕 五段 至誠会
33 清水 麗 五段 足立 133 戴 俊倫 五段 中央
34 山本 瑞穂 五段 調布 134 細谷 真 五段 大田第一
35 髙橋 眞佐代 五段 立川 135 國司 学 五段 至誠会
36 根本 百合子 五段 皇宮警察 136 吉田 卓也 五段 江東
37 近藤 優子 五段 品川 137 葛西 浩治 五段 江戸川
38 森田 真由美 五段 大宮八幡 138 栗原 伸二 五段 足立
39 滝 香 五段 文京 139 松尾 陸 五段 足立
40 大丸 久美子 五段 江東 140 渡邊 真人 五段 町田
41 宮脇 ひろみ 五段 平和の森 141 山田 昇 五段 平和の森
42 張間 瑠美子 五段 大田第一 142 川久保 剛 五段 町田
43 川越 悠貴 五段 板橋 143 大塚 志郎 五段 西東京
44 木村 祐美子 五段 至誠会 144 鈴木 利夫 五段 品川
45 布川 紀子 五段 三鷹 145 奥野 浩次 五段 江東
46 小松﨑 明美 錬士 五段 足立 146 内藤 歩 五段 調布
47 庭野 尚美 錬士 五段 品川 147 佐藤 陽平 五段 大宮八幡
48 小峰 佳奈子 錬士 五段 昭島 148 滝沢 康弘 五段 大田第一
49 髙橋 純子 錬士 五段 千代田 149 三浦 圭亮 五段 日鉄
50 吉村 智子 錬士 五段 平和の森 150 森 利行 五段 砧
51 渡邉 真理 錬士 五段 国立 151 渡辺 洋 五段 小金井
52 沼里 恵子 錬士 六段 大田第一 152 神尾 和弘 五段 青梅
53 松本 愛子 錬士 六段 練馬 153 山田 光矢 五段 中野
54 野村 桃子 錬士 六段 防衛省 154 野中 善裕 五段 渋谷
55 江沢 水穂 錬士 六段 中央 155 野上 洋平 錬士 五段 大宮八幡
56 池田 眞弓 錬士 六段 港 156 久保田 幸男 錬士 五段 昭島
57 藤岡 典子 錬士 六段 大田第一 157 吉田 幸平 錬士 五段 新宿
58 宇田川 恵子 錬士 六段 品川 158 中井 仁彦 錬士 五段 西東京
59 倉坪 君代 錬士 六段 品川 159 丸山 和男 錬士 五段 平和の森
60 平戸 京子 教士 六段 青梅 160 川越 俊彦 錬士 五段 江東
61 中橋 信子 教士 六段 渋谷 161 張間 憲 錬士 五段 大田第一
62 前田 かおり 教士 六段 東村山 162 渡邉 昻弘 錬士 五段 江戸川

163 吉本 和喜 錬士 五段 大田第一
164 髙野 哲史 錬士 五段 平和の森
165 鈴木 理之 錬士 五段 近藤
166 堤田 正之 錬士 五段 羽村
167 阿部 貴大 錬士 六段 新宿
168 早川 泰彦 錬士 六段 大宮八幡
169 田中 勝朗 錬士 六段 江東
170 山口 智史 錬士 六段 江東
171 北村 和広 錬士 六段 品川
172 橋本 直 錬士 六段 至誠会
173 中嶋 一貴 錬士 六段 平和の森
174 佐久間 秀志 錬士 六段 品川
175 鈴木 健治 錬士 六段 中央
176 石井 昭彦 錬士 六段 江東
177 磯 学 教士 六段 多摩
178 粟野 茂 教士 六段 品川
179 渡邊 幸弘 教士 六段 板橋
180 野村 豊司 教士 六段 防衛省
181 川﨑 良典 教士 六段 八王子
182 谷本 公正 教士 六段 三菱
183 畝本 孝志 教士 六段 大田第一
184 中川 直樹 教士 七段 防衛省
185 山﨑 充夫 教士 七段 千代田
186 平戸 昭文 教士 七段 青梅
187 平戸 昭友 教士 七段 福生
188 田中 健二 教士 七段 玉川
189 礒部 孝 教士 七段 玉川
190 小山 孝昭 教士 七段 平和の森
191 中塚 祥一郎 範士 八段 調布

競射終了次第　表彰式（入賞者のみ）

※　全日本遠的選手権出場者選考のために、別途五段以上の予選通過者で行射を
　行う場合もある。

１３：１５

１３：３０

１４：２１ ～ １４：２９

１４：３０ ～ １４：３８

１４：３９ ～ １４：４７

予選終了次第　２中以上で射詰競射 １５：００ ～ １６：３０

※　全日本遠的選手権出場者選考のために、別途五段以上の予選通過者で行射を
　行う場合もある。

行射予定時間 行射予定時間

１３：００
１４：０３ ～ １４：１１

１４：１２ ～ １４：２０
予選終了次第　２中以上で射詰競射

競射終了次第　表彰式（入賞者のみ）

１２：４５

１３：３６ ～ １３：４４

１３：４５ ～ １３：５３

１３：５４ ～ １４：０２１０：２４ ～ １０：３２

１０：３３ ～ １０：４１

１０：５０ ～ １１：５０

１２：１５

１３：００ ～ １３：０８

１３：０９ ～ １３：１７

１２：３０

１３：１８ ～ １３：２６

１３：２７ ～ １３：３５

８：４５

９：００

９：１５

９：３０

９：３０ ～ ９：３８

９：３９ ～ ９：４７

９：４８ ～ ９：５６

９：５７ ～ １０：０５

１０：０６ ～ １０：１４

１０：１５ ～ １０：２３
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