
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

36 柴 明美 県南 7 森 孝安 県央

1 青木 隆 西部 37 河野 翔平 西部 8 小林 邦吉 西部

2 清水 祐之介 県北 38 柴崎 直毅 県北 9 勝田 トシ子 西部

3 土佐 史穂 県央 39 市野 健太郎 西部 10 田中 麻子 県南

4 石黒 美彩 県央 40 遠藤 沙織 県央 11 福原 由紀子 県央

5 長尾 祥太 県央 41 小川 聖美 中部 12 加藤 信広 西部

6 村山 愛依 西部 42 森田 英之 県央 13 川口 憲次 中部

7 太田 康平 西部 43 新藤 若奈 県南 14 黒田 清信 県南

8 キ モウブン 西部 44 奥山 美保 県南 15 水藤 千春 県央

9 佐藤 麻衣子 県央 45 岩村 和美 西部 16 齋野 祐子 県南

10 石黒 朱里 県央 46 増田 真由美 中部 17 新里 美菜子 東部

11 八幡 亨 中部 47 拮石 秀敏 西部 18 田熊 洋 県央

12 佐藤 真由美 県央 48 鈴木 研 西部 19 小室 由美 西部

13 石見 佳子 県南 49 井上 智之 西部 20 大塚 俊雄 西部

14 佐藤 めぐみ 西部 50 西澤 一城 県南 21 藤田 徹美 県南

15 青田 敦美 県南 51 首藤 ひでみ 県央

16 鈴木 真由美 県央 52 藏本 留美 西部 1 下村 法子 県南

17 細川 由江 西部 53 梅木 真由美 県央 2 藤田 真紀子 県央

18 伊藤 真由美 県央 54 舘岡 靖哲 県南 3 小室 勇 西部

19 鈴木 明希 西部 55 德永 健 中部 4 本田 達也 県南

20 堀江 香織 県央 56 神 彩 県南 5 三ヶ尻 祐 県央

21 田中 嘉明 中部 57 山口 哲男 県央 6 出澤 規子 中部

22 蘇 虹 県南 58 榎本 吟子 西部 7 塩島 久恵 東部

23 加藤 幸子 東部 59 佐々木 京子 県南 8 土橋 早苗 県央

24 南雲 のり子 県南 60 栗原 聡 県南 9 藤﨑 智子 県北

25 長田 樹里 西部 61 原 由子 県北

26 小林 享子 中部 62 井手 均 西部 1 影山 眞紀恵 県央

27 川辺 江美 県央 63 富樫 真由美 県央 2 望月 衛 東部

28 角南 裕里子 東部 64 白波瀬 康雄 県央 3 米澤 知子 県央

29 小泉 春美 県南 4 石田 典子 県央

30 福﨑 ひとみ 県央 1 佐野 明日香 中部 5 林 良子 県南

31 新井 文子 県南 2 加藤 晴美 県北 6 鈴木 俊子 東部

32 鈴木 勝己 県央 3 中島 結華梨 西部 7 秋本 秀代 県南

33 田口 悟 東部 4 小山 由佳 西部 8 荒木 康恵 東部

34 山﨑 保夫 県南 5 齋藤 晴美 県央

35 中里 和代 県央 6 佐藤 敏子 西部

平成30年　第3回地方審査

実施年月日：平成30年6月 24日　　　　於：県営大宮公園弓道場　

初段受審で壱級査定者は18名（内1名は中学生）でした。

初段の部　合格者　64名

弐段の部合格者　21名

参段の部　合格者　9名

四段の部　合格者　8名


