
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

19 伊藤 綾子 県央 12 山岸 三枝子 東部

1 瀧澤 拓海 中部 20 長久保 由紀 県南 13 松尾 恒子 県南

2 ジェシカ ゲリティー 県央 21 熊木 準子 東部 14 福本 圭江 中部

3 大兼 秀治 県央 22 石井 直樹 西部 15 深田 礼子 東部

4 小川 正夫 県央 23 増渕 政行 東部 16 掛田 春雄 県北

5 平山 鈴之介 中部 24 小川 聖美 中部 17 大塚 俊雄 西部

6 初芝 一美 県北 25 森田 英之 県央 18 川口 憲次 中部

7 飯村 恵子 東部 26 石黒 朱里 県央 19 鈴木 貴子 中部

8 鈴木 祐孝 県央 27 鈴木 真由美 県央 20 本山 祐太 県央

9 井野 英成 東部 28 井上 智之 西部 21 森本 典子 県央

10 田次 武子 県央 29 德永 健 中部 22 後藤 繁 県央

11 外山 和夫 東部 30 山口 哲男 県央 23 宮原 摩耶子 県央

12 大山 健一 西部 31 榎本 吟子 西部 24 松尾 朋美 西部

13 田村 美貴 県北 32 佐々木 京子 県南 25 清水 ゆかり 西部

14 吉井 理香子 中部 33 中里 和代 県央 26 田代 直子 県南

15 石田 美幸 東部 34 田中 美穂子 県北 27 水口 円美 中部

16 棟方 康浩 県南 35 福良 浩幸 県央 28 中村 正 西部

17 多田 ひとみ 中部 36 山川 真樹 東部 29 吉野 静香 西部

37 鈴木 美奈 県央 30 北岡 三奈子 西部

1 香川 勉 県北 38 穗鷹 伸夫 県央 31 古平 成美 県北

2 キ モウブン 西部 39 中村 修治 東部

3 佐藤 麻衣子 県央 40 田中 正史 西部 1 酒井 章貴 県央

4 富樫 真由美 県央 41 荒川 奈津美 中部 2 白石 美奈子 県央

5 岩村 和美 西部 42 芹澤 一子 県央 3 髙橋 真人 西部

6 細川 由江 西部 43 二宮 むつみ 東部 4 新島 崇 東部

7 藏本 留美 西部 5 荻原 経市 西部

8 長田 樹里 西部 1 川口 治 東部 6 四谷 美香 県央

9 神 彩 県南 2 栗原 隆子 県北 7 瀬戸 達雄 中部

10 新井 文子 県南 3 外石 猛 東部 8 官野 太巳 西部

11 原 由子 県北 4 舩島 文香 西部 9 大和田 百合子 西部

12 井手 均 西部 5 宮原 文夫 県北 10 吉田 敬子 東部

13 宝珠山 理子 県央 6 藤木 貴史 県南 11 岡部 加代子 中部

14 江口 明子 西部 7 成田 尚子 県央 12 山口 博司 県南

15 中間 博幸 中部 8 赤羽 光子 中部 13 花房 実美 西部

16 鈴木 亜理紗 県央 9 堀内 良明 中部 14 名和 隆志 県央

17 岩野 和郁子 県央 10 坂木 奈美子 県北 15 杣山 博文 西部

18 大滝 誠 東部 11 今井 千鶴 西部 16 筑紫 武人 県央

平成30年度第6回地方審査（一般の部）

実施年月日：平成31年2月24日　　　　於：県立武道館弓道場　

初段受審で壱級査定者は3名でした。

初段の部　合格者　17名

弐段の部　合格者　43名

参段の部　合格者　31名

四段の部　合格者　16名


