
参段・四段　講習会　　　　　
平成４年９月２５日　千住スポーツ公園弓道場

１班 (午前）
番号 段 名前 支部 講　　　　評

1 三段 吉村　幸恵 中央

2 三段 上野　晋平 江東

3 三段 安藤　穂乃香 皇宮警察

4 三段 佐野　陽子 江東

5 三段 石井　季絵 千代田

6 三段 山賀　出穂 足立

7 四段 小倉　たつみ 墨田

8 四段 杉田 菜摘 江東

9 四段 山河　亜由美 墨田

10 四段 長﨑寛人 葛飾

11 四段 渡邊 雄俊 皇宮警察

12 四段 髙井　正行 中央

13 三段 宇田川　京子 足立 午前中　見学

２班 (午前）
14 三段 牧原　幹子 江東

15 三段 佐藤　哲朗 中央

16 三段 小林　幸代 中央

17 三段 石井　豊 千代田

18 三段 赤井　英子 中央

19 三段 若杉　真与 中央

20 四段 松岡　一也 三菱

21 四段 石本　亮 千代田

22 四段 大澤　眞智子 足立

23 四段 金子　祐美子 三菱

24 四段 関矢　知子 中央

25 四段 鈴木　俊彦 墨田



３班 (午前）
番号 段 名前 支部 講　　　　評

26 三段 福島　涼介 墨田

27 三段 大木　史世 江東

28 三段 山本　乃里子 千代田

29 三段 石垣　英範 足立

30 三段 鴻巣　真央 江東

31 三段 丸山　純子 中央

32 四段 鈴木　秀昭 三菱

33 四段 近藤　正泰 三菱

34 四段 石下　ひとみ 足立

35 四段 島瀬　郁子 三菱

36 四段 大澤 直子 江東

37 四段 赤松　律子 千代田

４班 (午後）
38 三段 三瓶　栄二 足立

39 三段 福本　正史 江戸川

40 三段 山本　優子 三菱

41 三段 渡邉　留美 三菱

42 三段 佐藤　志津樹 足立

43 三段 石川　千絵子 三菱

44 四段 清水　宏史 中央

45 四段 岡田　佳久 中央

46 四段 清水　由美 中央

47 四段 西岡　裕介 足立

48 四段 藤目　薫子 千代田

49 四段 中村　恵 中央



５班 (午後）
番号 段 名前 支部 講　　　　評

50 三段 星　　友二 江東

51 三段 山本　知治 三菱

52 三段 佐藤　絵里 浅草

53 三段 角平　昌子 足立

54 三段 宮田　聰子 足立

55 三段 桃澤　路子 足立

56 四段 堀口　進 足立

57 四段 柳下　宏子 荒川

58 四段 浜田 幸二 江東

59 四段 野口　知子 千代田

60 四段 木原弘幹 葛飾

61 四段 高野　真弓 浅草

６班 (午後）
62 三段 伏江　悦子 荒川

63 三段 島﨑　冨志子 墨田

64 三段 中西　福治 江東

65 三段 大川　桃代 江東

66 三段 田中　重郎 江東

67 三段 平山　大典 千代田

68 三段 石垣　宏美 江東

69 三段 森　　弥生 江東

70 四段 鈴木　理子 千代田

71 四段 福田義弘 五條天神社

72 四段 馮　熙鉉
フェン　アーロン 窪田

73 四段 井草　肖香 墨田


	班別

