
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

1 吉岡 真智子 中野 56 米満 ふよう 新宿

2 竹林 哲 四段 稲城 57 野口 優子 四段 小金井

3 佐藤 志津樹 足立 58 中山 明治 府中

4 菊池 敏 砧 59 池谷 有香 中野

5 恩田 雅貴 稲城 60 高野 真弓 浅草

6 馮 熙鉉 窪田 61 芳野 真理 稲城

7 西 ジュン 品川 62 清水 由美 中央

8 遠藤 多恵 小平 63 鈴木 恵世 大宮八幡 8:30 9:10

9 蛯谷 弘子 武蔵野 64 小野 照美 小平 ～ ～

10 斉藤 順 多摩 8:20 9:00 65 淵 すず子 板橋 9:00

11 稲石 稔 西東京 ～ ～ 66 西岡 裕介 足立

12 鈴木 貴文 中野 8:30 67 渡部 靖子 葛飾

13 堀口 進 足立 68 森 紀美子 杉並

14 田中 孝之 福生 69 鈴木 登志子 稲城

15 毛利 直克 目黒 70 周東 美紀 調布

16 松本 聖也 大田第一 71 青山 美奈 練馬

17 渡邊 冴 中野 72 関戸 伸之 西東京

18 安元 佳奈子 中野 73 室谷 香織 府中

19 海老原 リサ 中野 74 井上 幸雄 千代田

20 北川 久美子 立川 75 細田 育生 府中

21 井上 るり子 福生 76 松村 八千代 砧

22 福田 佳准 東村山 77 川上 雪子 文京

23 佐藤 悦禧 至誠会 78 石塚 義人 立川

24 直江 美音 小平 79 塚本 陽子 大宮八幡

25 清水 達也 調布 80 野口 和代 調布

26 田中 宗春 新宿 81 片平 奈々子 小平

27 平野 素子 国分寺 82 桑原 広喜 板橋

28 髙橋 久美子 西東京 83 大澤 直子 江東

29 小山 千惠子 大宮八幡 84 中西 信夫 窪田

30 戸江 朋子 稲城 85 木村 明子 新宿

31 吉永 賢一 稲城 86 安村 暁子 日野

32 濱西 栄枝 あきる野 87 三木 達也 大宮八幡

33 間宮 徳彦 東久留米 88 阿部 優衣 新宿

34 宇佐美 由希子 大宮八幡 89 鈴木 ひとみ 杉並

35 門井 浩子 江東 90 鳴海 俊一 東大和

36 清水 宏史 中央 91 岩田 武人 平和の森

37 上山 綾子 中野 92 長澤 奈々絵 日野 9:00

38 木村 清美 板橋 93 山崎 泰子 中野 ～

39 岩下 智恵子 中野 94 河野 孝典 板橋 9:30 9:50

40 石田 公葉 江東 95 小野 美千代 豊島 ～

41 長谷川 佳祐 稲城 96 斉藤 實 足立

42 虞 明慧 大宮八幡 97 橋本 栄子 豊島

43 渡邊 徹 中野 8:30 9:10 98 内田 祐子 江東

44 小林 知美 新宿 ～ ～ 99 部田 久美子 府中

45 中村 万里子 小金井 9:00 100 木谷 幸枝 荒川

46 大田 優美 東村山 101 大橋 秀治 渋谷

47 野川 美智子 板橋 102 深沢 敏裕 羽村

48 発知 康 杉並 103 山田 満雄 東大和

49 岡田 佳久 中央 104 長谷川 雅亮 江東

50 内藤 雅 千代田 105 広部 せい子 新宿

51 和田　 恭一 至誠会 106 神保 かよ子 港

52 横須賀 暁美 福生 107 土屋 千里 三鷹

53 岡崎 正人 稲城 108 吉澤 伸幸 八王子

54 林 美朗 三鷹 109 沖田 増雄 東村山

55 佐藤 由浩 中野 110 坂梨 知司 小金井

111 遠藤 尚志 西東京

令和５年　決国記念奉祝弓道大会　入館時間

２部（四段・五段の部）　　①


