
令和5年2月11日　中央道場

入館開始時間 行射予定時間 入館開始時間 行射予定時間

196 笹岡 賢二郎 無 新宿 261 野久尾 智明 三鷹

197 野田 雄馬 初段 砧 262 宮 良幸 参段 足立

198 洲嵜 純 砧 263 牧原 幹子 江東

199 洲嵜 仁志 砧 264 福代 莉々子 板橋 12:20 13:40

200 金森 由佳 至誠会 265 阿部 哲 大宮八幡 ～ ～

201 石田 きずな 墨田 266 岡田 恵子 稲城 12:50

202 小谷 由美 砧 267 真鍋 洋子 至誠会

203 小林 靜奈 至誠会 268 渋谷 有希乃 小平

204 小林 由香 浅草 269 白川 尊也 八王子

205 磯部 浩之 弐段 砧 270 宮崎 淨愛 青梅

206 牧村 浩二 砧 12:10 271 鳴海 彰三 練馬

207 新居 かれん 足立 ～ 13:00 272 神宮寺 正子 練馬

208 木内 星奈 墨田 12:20 ～ 273 福島 涼介 墨田

209 田中 遼 墨田 274 木村 源輝 東大和

210 山﨑 由佳 江東 275 古賀 庸介 豊島

211 齊藤 隆一 多摩 276 野田 幸秀 江東

212 峯島 智 新宿 277 土屋 純子 福生

213 大塚 嵐 江東 278 大久保 修 至誠会

214 柴田 美雨 足立 279 門間 遥 防衛省

215 鄒 靜文 新宿 280 増﨑 真季子 港

216 プレムチャイスワディ セーラポーン 新宿 281 佐々木 花恵 豊島

217 前阪 裕史 新宿 282 朴 在鉉 板橋

218 一ノ瀬 喜子 新宿 283 小山 裕子 板橋

219 金澤 明 豊島 284 宇治橋 修二 小平

220 石川 初美 大宮八幡 12:20 285 吉川 寿郎 文京

221 加藤 博昭 豊島 ～ 13:10 286 楊 嘉禄 至誠会 13:50

222 成増 ルミ 至誠会 12:50 ～ 287 須藤 文華 墨田 ～

223 島 尚子 品川 288 岩井 優 豊島 12:50

224 森 三貴 大宮八幡 289 江川 友香 青梅 ～

225 鶴間 ひろみ 大宮八幡 290 松本 裕 練馬 13:20

226 渡邉 恵子 大宮八幡 291 宮本 裕子 豊島

227 岡崎 真理子 武蔵野 292 林 佳子 福生

228 小林 紀子 大宮八幡 293 亀山 嘉恵 至誠会

229 清野 美惠子 大宮八幡 294 山本 乃里子 千代田

230 古山 聖子 国立 295 石垣 英範 足立

231 中根 梨花子 新宿 296 鴻巣 真央 江東

232 大久保 暁美 浅草 297 宇治 有美子 調布

233 齋藤 美帆子 国分寺 298 杉本 美奈子 大宮八幡

234 関口 誠治 小平 299 小林 季之 板橋

235 山田 弥古 浅草 300 黒田 夏樹 豊島

236 髙橋 眞理 江東 12:50 301 中野 隆幸 豊島

237 郡 真木子 中野 ～ 302 榎本 久美 港

238 宮崎 麻衣 中野 13:20 13:20 303 前田 あけみ 国分寺

239 竹下 徳子 豊島 ～ 304 阿部 肇子 砧

240 堀 至希 大宮八幡 305 松田 孝裕 小金井

241 若林 可奈子 品川 306 佐藤 絵里 浅草

242 刀根川 恵 大宮八幡 307 坂口 有紀子 荒川 14:00

243 佐々木 千恵 足立 308 土田 直明 豊島 ～

244 阿久津 真悠 参段 墨田 309 久保 一史 豊島 13:20

245 岡本 紀子 豊島 310 岩﨑 光雄 新宿 ～

246 中村 靖夫 小金井 311 石神 浩美 防衛省 13:50

247 大出 友里恵 品川 312 岸 美智代 大田第一

248 富永 綾花 墨田 313 大塚 卓 品川

249 園原 奈津恵 中央 314 水堀 としみ 大田第一

250 鹿野 智久 江東 315 髙野 眞紀 至誠会

251 地引 朋子 中野 13:20 316 土田 智彦 品川

252 服部 恭子 大宮八幡 ～ 317 乾 義博 豊島

253 小美濃 利恵 大宮八幡 13:50 13:30 318 小林 良和 東久留米

254 阿部 玲緒 町田 ～ 319 平山 大典 千代田

255 春原 清美 大宮八幡 320 篠原 実 足立

256 掛川 聡子 大宮八幡 321 山賀 出穂 足立

257 三瓶 栄二 足立 322 星野 裕司 荒川

258 吉村 幸恵 中央

259 岡川 美幸 立川 終わり次第決勝

260 地引 章 中野

＊時間は予定時間です、余裕をもってお出で下さい。

*行射時以外は、マスク着用お願いします。

５人立×３射場、間合いは会で打ち起し

予選通過は４射２中

令和５年　決国記念奉祝弓道大会　入館時間

１部（三段以下の部）　


