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31 八木 陽子 県南 16 石井 茂昭 県南

1 森下 紗帆 県南 32 仁田尾 寿江 県央 17 園田 大輔 東部

2 宮澤 佳菜 県央 33 片岡 環 県南 18 長谷川 暁子 県央

3 菅原 史江 県南 34 大石 奈美 県央

4 藤田 領 県南 35 大越 洋子 県南 1 小泉 春美 県南

5 髙山 雄輔 県央 36 上野 敏行 県央 2 新藤 若奈 県南

6 田上 真知子 県南 37 鈴木 真吾 県央 3 神 彩 県南

7 伊津野 美智子 県南 38 椛木 美智也 県央 4 並木 優子 東部

8 佐藤 千恵子 県南 39 張替 宏 県央 5 金子 輝美 県央

9 小幡 幸宏 県央 40 土屋 謙吾 県央 6 千賀 弘子 東部

10 田代 麻理子 県央 41 森川 美和子 県南 7 畑島 稔 県南

11 田村 佳世子 県央 42 渡辺 伸治 県央 8 金田 昌子 東部

12 有吉 眞菜 県央 43 小林 勝美 県南 9 大橋 由里 東部

13 保坂 静子 県南 44 江上 真梨 県央 10 寺井 嘉哉 県央

14 相原 孝司 県南 45 河路 収平 県南 11 ジェシカ ゲリティー 県央

15 土屋 武信 県南 12 石坂 安雄 県央

16 土屋 重夫 東部 1 小林 純子 県南 13 設楽 貴代子 県央

17 木村 茂 県南 2 大兼 志都佳 県央 14 進藤 宏之 東部

18 山田 英夫 県央 3 辻 徹 東部 15 宇都宮 寿武 県央

19 小田和 武司 県央 4 中村 洋 県央 16 手島 典子 県央

20 関 昇 県央 5 長崎 貴代 県央 17 上野 智子 県南

21 鈴木 繁則 県央 6 矢口 弘子 東部 18 鎌倉 桜 県央

22 佐藤 恭子 県央 7 加賀谷 暢子 県央

23 佐藤 江利 県南 8 原島 玲子 県南 1 鈴木 真由美 県央

24 吉川 翔二 県南 9 長谷川 孝治 県央 2 新井 正一 県南

25 佐藤 加珠美 県南 10 矢澤 妙延 県南 3 伊藤 元子 県南

26 藤田 朱里 県南 11 萩原 誠 県央 4 土橋 早苗 県央

27 高城 美穂 県南 12 鳥津 初枝 県南 5 戸部 美穂 県央

28 小関 一哉 県南 13 佐藤 晴美 県央 6 田中 美貴 県央

29 矢花 雄二 県央 14 吉田 貴代 県南 7 加々美 淳一 県央

30 笠井 英子 県南 15 小林 純子 県央

令和２年度地方審査（県武道館　一般の部）

実施年月日：令和3年1月30日　　　　於：県立武道館弓道場　

初段受審で壱級査定者は5名でした。

初段の部　合格者　45名

四段の部　合格者　7名

弐段の部　合格者　18名

参段の部　合格者　18名


