
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

38 山田 邦代 西部 19 南雲 のり子 県南

1 秋間 裕貴 東部 39 森田 良枝 東部 20 小泉 春美 県南

2 柴田 明日真 東部 40 坂井 尚子 西部 21 栗原 聡 県南

3 向井 真衣 西部 41 小髙 貞代 中部 22 本郷 公美 東部

4 畑 和寛 県南 42 園田 昌枝 茨城 23 中山 悠子 県南

5 大村 真也 東部 43 石井 美千代 県南 24 渥美 訓明 県南

6 會田 崇 東部 44 岩﨑 敬志 県央 25 荒木 美喜夫 東部

7 吉田 貴代 県南 45 池田 雅子 西部

8 上野 百合 西部 46 安達 正晃 西部 1 福原 由紀子 県央

9 清水 直美 中部 47 矢口 弘子 東部 2 黒田 清信 県南

10 符名 陽子 県南 48 昌子 力也 県南 3 竹島 優子 県央

11 池田 由美子 県南 49 眞々田 惠子 県南 4 緑川 晴美 中部

12 佐藤 裕子 西部 50 大谷 高一 中部 5 加藤 希久代 中部

13 歌方 孝 県央 51 後藤 シヅエ 西部 6 關 明彦 県央

14 新井 充 県央 52 村木 俊之 東部 7 湯浅 紀美子 西部

15 青野 正次郎 東部 53 松澤 綾 西部 8 西田 公美子 西部

16 熊澤 知子 県央 54 中村 晋也 県央 9 松永 恵実香 西部

17 日下 浩之 県南 55 長崎 貴代 県央 10 徳重 直子 西部

18 奥村 彰 西部 56 小林 純子 県央 11 田内 章司 県央

19 髙橋 光夫 西部 12 岩元 真 西部

20 酒匂 満子 西部 1 伊藤 敦子 東部 13 榎本 博 中部

21 小倉 悦子 県南 2 松本 和子 中部 14 原 清加根 県北

22 岡田 次雄 西部 3 福田 良理子 東部 15 小林 喜美子 西部

23 石井 茂昭 県南 4 白波瀬 康雄 県央 16 尾﨑 一夫 中部

24 家中 正利 中部 5 首藤 ひでみ 県央 17 町田 智行 県央

25 井上 素行 西部 6 加藤 幸子 東部

26 中村 奈津子 県央 7 田口 悟 東部 1 川口 えり子 中部

27 名和 美空 県央 8 近藤 エリザ 東部 2 善当 勝俊 県央

28 山上 優花 西部 9 西口 賢太朗 県央 3 木津谷 匡信 県央

29 髙瀬 陽美 県央 10 大嶋 千明 東部 4 大槻 雄介 県南

30 杉前 由加利 西部 11 園部 暁子 県南 5 長澤 英俊 西部

31 鈴木 明香 西部 12 武田 晴名 東部 6 片山 公子 東部

32 田中 謙光 県南 13 藤田 安子 西部 7 髙梨 宏夫 西部

33 綿貫 正大 西部 14 大﨑 直美 県央 8 今井 英貴 県央

34 石井 千春 西部 15 栗原 桂子 県南 9 島田 いづみ 東部

35 網川 暁子 東部 16 佐藤 真由美 県央 10 中村 薫 県南

36 保坂 正人 西部 17 伊藤 真由美 県央

37 松石 志津子 西部 18 西澤 一城 県南

平成31年度第3回地方審査（中学・一般の部）

実施年月日：令和元年6月23日　　　　於：大宮公園弓道場　

初段受審で壱級査定者は17名、弐級査定者は1名でした。

初段の部　合格者　56名

弐段の部　合格者　25名

参段の部　合格者　17名

四段の部　合格者　10名


