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15 矢花 雄二 県央 19 木村 広美 県北

1 塙 蓮 東部 16 田村 佳世子 県央 20 田口 悟 東部

2 安藝 元幸 中部 17 大越 洋子 県南 21 戸井 希 西部

3 岡田 珠央 中部 18 木村 茂 県南 22 原口 勝 県北

4 大河内 享子 中部 19 張替 宏 県央 23 新井 文子 県南

5 坂本 和俊 西部 20 森川 美和子 県南 24 井手 均 西部

6 栗原 平 西部 21 渡辺 伸治 県央 25 島﨑 陽子 県央

7 佐藤 安将 中部 22 蘇 虹 県南 26 仲野 裕昭 西部

8 國分 裕子 県南 23 新井 結椋 東部 27 佐藤 敏子 西部

9 平松 友子 県南 24 石田 紘子 県央 28 宇賀神 洋一 県央

10 吉野 羽津喜 東部 25 福島 文明 県北 29 重久 幸司 西部

11 湯本 美穂 東部 30 関口 純子 西部

12 鈴木 貴子 中部 1 髙橋 信彦 西部 31 安高 由紀子 西部

13 岡田 理 中部 2 橋本 拓磨 東部 32 井澤 大輝 県南

14 長島 三夫 県北 3 佐藤 晴美 県央 33 毛利 行宏 東部

4 山上 優花 西部 34 木村 美和子 県南

1 松田 勇司 東部 5 小林 享子 中部 35 井上 孝子 中部

2 永石 奈緒子 県南 6 田邉 恭司 県央

3 樋口 浩一朗 西部 7 中村 修治 東部 1 北島 康弘 県央

4 吉川 翔二 県北 8 増渕 政行 東部 2 山田 芳弘 県央

5 佐藤 加珠美 県南 9 野澤 百合子 県央 3 春木 忠 西部

6 田代 麻理子 県央 10 内山 千恵子 中部 4 町田 智行 県央

7 大石 奈美 県央 11 吉澤 久美 県央 5 鈴木 貴子 中部

8 山田 英夫 県央 12 宮本 明子 県南 6 塩島 久恵 東部

9 関 昇 県央 13 重歳 章代 東部 7 山本 宏 県南

10 木村 稔 県北 14 舘川 美登里 県南 8 田中 万理 県央

11 木谷 陽子 県南 15 飯盛 博一 東部 9 堀江 香子 県央

12 熊谷 良子 県央 16 内山 大暢 県央 10 田中 保政 県央

13 小嶋 恭子 西部 17 小野 敏江 県北 11 小島 玄二 県北

14 金澤 佳代子 西部 18 會田 崇 東部

令和3年度第8回地方審査会（県武 一般の部）

実施年月日：令和4年2月23日　　　　於：県立武道館弓道場　

初段の部　合格者　14名

弐段の部　合格者　25名

四段の部　合格者　11名

参段の部　合格者　35名


