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34 西 孝子 中部 30 可知 英子 中部

1 山本 昇生 中部 35 深堀 秀治 中部 31 石坂 安雄 県央

サミュエル ケンプソン 36 木ノ下 敏子 県央

・フィリップ 37 小林 真歩 県北 1 新井 正一 県南

3 小野 勇気 県北 38 小林 俊介 県央 2 大嶋 道雄 県北

4 有山 陽一郎 西部 3 吉田 秋雄 西部

5 白石 典子 県北 1 岩井 紀子 西部 4 平松 理史 東部

6 松澤 充宏 西部 2 倉根 照男 西部 5 村上 由美子 東部

7 道下 香織 中部 3 本庄 準也 西部 6 村﨑 宣子 西部

8 小野 敏江 県北 4 松本 美枝 県北 7 星野 公雄 中部

9 仮屋 幸子 中部 5 青木 隆 西部 8 柏木 有紀 県央

10 小日向 由乃 県央 6 増田 真由美 中部 9 加々美 淳一 県央

11 川邉 秀一 県央 7 鈴木 研 西部 10 杉本 恵理子 中部

12 功刀 一富 東部 8 田中 嘉明 中部 11 山縣 邦悠 県北

13 小林 誠 県央 9 角南 裕里子 東部 12 加藤 考治 中部

14 竹村 敏彦 西部 10 安藤 一枝 中部 13 髙木 良治 県北

15 髙橋 重子 県北 11 浅賀 大幹 秩父 14 仲山 絵美 西部

16 富田 忠 中部 12 山中 暁美 東部 15 荻谷 順一 県央

17 小林 優 中部 13 富樫 眞通 県央 16 畠山 和 中部

18 尾形 シェラ 中部 14 久保田 博 東部 17 渡辺 希王子 県南

19 若林 香帆 中部 15 片岡 清 中部 18 石原 邦浩 県北

20 菊池 直紀 県央 16 高瀬 真紀 中部

21 川満 彩香 県央 17 原口 勝 県北 1 池澤 修 県央

22 山下 翔司 西部 18 石塚 秀逸 東部 2 大澤 賢一 県北

23 小山 貴寛 中部 19 田邉 恭司 県央 3 池澤 真理子 県央

24 国井 隆明 県北 20 新藤 若奈 県南 4 中倉 友佳里 県央

25 池田 大介 西部 21 佐藤 めぐみ 西部 5 畑中 みゆき 県南

26 赤芝 麻紀 県北 22 舘岡 靖哲 県南 6 相澤 俊之 県南

27 加賀谷 暢子 県央 23 沼田 真由子 中部 7 田中 清澄 県北

28 重見 昌子 県央 24 三田寺 安子 西部 8 柴崎 光洋 県央

29 塚越 紀子 県央 25 平井 勝三 中部 9 榎本 容子 県央

30 佐藤 寿乃 県央 26 戸井 希 西部 10 フビジィ エンヘザヤ 県央

31 高田 光昭 中部 27 川嶋 惠子 東部 11 唐鎌 光広 県南

32 甲斐 睦子 県央 28 小柳 瑠李 中部 12 原田 幸江 県央

33 徳弘 眞奈 中部 29 坂本 俊史 西部

平成31年度第2回地方審査（中学・一般の部）

実施年月日：令和元年5月12日　　　　於：日高市文化体育館弓道場　

初段受審で壱級査定者は12名でした。

初段の部　合格者　38名

参段の部　合格者　18名

四段の部　合格者　12名

弐段の部　合格者　31名

2 西部


