
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

323 安藤 卓哉 錬士 日鉄 368 白河 雅史 日鉄

324 高橋 周平 五段 大宮八幡 369 瀬口 雅明 錬士 中央

325 山口 穣 江戸川 370 福島 和宏 六段 浅草 15:10

326 藤﨑 裕子 八王子 371 小山 充子 平和の森 ～ 15:50

327 大木 信男 多摩 372 木村 隆明 府中 15:40

328 戴 俊倫 中央 373 鈴木 晴彦 小平

329 田中 常浩 平和の森 374 大工原 栄三郎 日野

330 三原 桂子 八王子 375 三浦 和雄 福生

331 奥島 さち子 大宮八幡 376 内田 順子 東大和

332 野中 利昭 多摩 14:30 377 宇田川 恵子 品川

333 中山 洋子 稲城 ～ 15:30 378 角田 恵 三鷹

334 吉田 幸平 新宿 14:40 379 倉坪 君代 品川

335 大房 俊雄 足立 380 川鍋 茂 東大和

336 釋迦郡 智子 三鷹 381 栗原 孝枝 西東京

337 中川 年子 浅草 382 萩原 健次 大宮八幡 15:40

338 那賀 美奈子 葛飾 383 深澤 光子 中野 ～

339 大野 博 千代田 384 吉田 邦夫 八王子 15；10 15:50

340 橋本 岳 日鉄 385 門上 真弓 調布 ～

341 川越 俊彦 江東 386 田中 勝朗 教士 江東

342 伊藤 佐保子 練馬 387 中園 末広 六段 目黒

343 矢島 英明 中央 388 後藤 裕美 府中

344 長谷川 トシ子 稲城 389 篠埜 敬子 北

345 塩野 幸男 国分寺 390 谷口 淳一 多摩

346 津田 悟 浅草 391 中橋 信子 渋谷

347 中村 真人 稲城 392 長岡 千菜美 江東

348 鈴木 理之 近藤 14:40 393 竹内 妙子 至誠会

349 阿部 貴大 新宿 ～ 394 谷本 公正 三菱

350 小松﨑 明美 錬士 足立 15:10 15:40 395 三枝 義信 三鷹

351 高橋 健太 六段 三菱 396 畝本 孝志 大田第一

352 早川 泰彦 大宮八幡 397 野村 豊司 教士 防衛省

353 髙谷 英志 足立 398 川﨑 良典 七段 八王子

354 髙橋 純子 千代田 399 木村 裕子 西東京

355 伊倉 功 中野 400 高橋 晃 国分寺

356 村中 志津子 小平 401 角坂 憲次 窪田

357 八木 直子 小平 402 鹿野 伸一 板橋 15:10 16:00

358 岩渕 良一 葛飾 403 宇都宮 益則 中央 ～ ～

359 沼里 惠子 大田第一 404 田中 健二 玉川 15:20

360 橋本 直 至誠会 15:10 405 田口 大祐 多摩

361 松本 愛子 練馬 ～ 406 小山 孝昭 平和の森

362 中嶋 一貴 平和の森 15:40 15:50 407 村川 平治 範士 墨田

363 佐久間 秀志 品川 408 窪田 史郎 八段 窪田

364 野村 桃子 防衛省 409 中塚 祥一郎 調布

365 小西 謙吾 足立

366 清水 明 品川 終了次第決勝

367 江沢 水穂 中央

＊受付時、体温の申告お願いします。

＊予選通過は４射３中 不通過の方は速やかにご退館下さい。

＊道場以外はマスク着用でお願いします。

＊行射時間は、予定です。ずれる場合があります。

令和５年　決国記念奉祝弓道大会　入館時間

５人立×３射場、間合いは会で打ち起し

3部（称号の部）　　

大会終了後「オンライン大会」予選会を行います。


