
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

19 小林 誠 県央 12 鈴木 康三 東部

1 増田 千穂 東部 20 田村 美貴 県北 13 妹尾 眞佐男 県央

2 小林 純子 県南 21 田次 武子 県央 14 奈良 直子 東部

3 長谷川 孝治 県央 22 多田 ひとみ 中部 15 木下 靖子 県央

4 松田 祐子 西部 23 服部 晃平 県央 16 仲田 純 県南

5 濱川 桂子 県北 24 土井 正幸 県央 17 紅葉 登志子 県央

6 矢澤 妙延 県南 25 三反﨑 悠平 中部 18 村上 理代 西部

7 石 一夫 中部 26 深渡瀨 栄子 県央 19 立川 仁 東部

8 神谷 基 西部 27 向井 真衣 西部 20 椎名 淳子 西部

9 国井 晶子 中部 28 畑 和寛 県南 21 野口 初代 県央

10 山添 瑛理 県南 29 會田 崇 東部 22 冨澤 英明 県南

11 小松 優子 西部 30 池田 由美子 県南 23 歌田 裕太 中部

12 金子 則子 西部 31 青野 正次郎 東部 24 佐久間 嘉子 東部

13 二宮 尚幸 県南 32 日下 浩之 県南 25 古岡 大路 中部

14 川野辺 康 邑楽 33 昌子 力也 県南 26 吉澤 幸子 県央

15 竹永 公一 中部 34 岡田 次雄 西部 27 鈴木 洋晃 県北

16 森村 さゆり 県北 35 井上 素行 西部 28 大竹 善枝 西部

17 持田 千恵美 県北 36 有山 陽一郎 西部 29 石田 悦子 県央

18 根岸 美和子 県央 37 小日向 由乃 県央 30 田中 万理 県央

19 小山 悦子 中部 38 西 孝子 中部 31 村上 享史 西部

39 吉井 理香子 中部 32 飯川 誠 中部

1 菅原 志津代 東部 40 外山 和夫 東部 33 松井 啓介 東部

2 橋詰 伸二 県央 41 幸野 爵大 中部

3 山上 優花 西部 42 梅澤 幸子 県南 1 杉本 学仁 中部

4 鈴木 明香 西部 43 堀川 美子 県南 2 吉野 静香 西部

5 大村 真也 東部 44 福﨑 ひとみ 県央 3 後藤 繁 県央

6 石井 千春 西部 45 都筑 和眞 県南 4 作野 幸子 県央

7 網川 暁子 東部 5 田辺 智子 県央

8 清水 直美 中部 1 大兼 秀治 県央 6 渡邊 充子 県央

9 歌方 孝 県央 2 近藤 エリザ 東部 7 小畑 裕司 県央

10 小髙 貞代 中部 3 平岡 侑子 中部 8 武居 涼子 西部

11 石井 美千代 県南 4 清住 かやの 中部 9 星 翼 県央

12 安達 正晃 西部 5 石塚 秀逸 東部 10 初田 美代子 東部

13 髙橋 光夫 西部 6 福良 浩幸 県央 11 篠原 妃誉 西部

14 後藤 シヅエ 西部 7 長久保 由紀 県南 12 加藤 考治 中部

15 村木 俊之 東部 8 田熊 洋 県央 13 中島 吉紹 東部

16 尾形 シェラ 中部 9 斉藤 俊晃 県央 14 木村 鷹士郎 東部

17 小山 貴寛 中部 10 能登 亜希子 県央 15 桑本 眞美 県南

18 仮屋 幸子 中部 11 川野 智子 県央 16 西牧 和子 中部

平成31年度第6回地方審査（一般の部）

実施年月日：令和2年2月23日　　　　於：県立武道館弓道場　

初段受審で弐級査定者は1名でした。

初段の部　合格者　19名

弐段の部　合格者　45名

参段の部　合格者　33名

四段の部　合格者　16名


