
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

30 山下 友弘 西部 23 家中 正利 中部

1 武藤 そらの 中部 31 吉田 千恵 中部 24 阿部 利雄 西部

2 眞野 寛人 西部 32 星名 のり子 西部 25 鈴木 明希 西部

3 熊倉 大介 西部 33 長島 久 中部 26 山川 元 西部

4 シュベア シュテファン 西部 34 金澤 佳代子 西部 27 髙橋 信彦 西部

5 樋口 浩一郎 西部 35 水落 公明 西部

6 南谷 理香 西部 36 廣地 毅 中部 1 向井 真衣 西部

7 佐々木 豊 西部 2 岡田 次雄 西部

8 金井 和枝 中部 1 金子 則子 西部 3 深堀 秀治 中部

9 鯰江 美紀 西部 2 国井 晶子 中部 4 齊田 恵子 中部

10 田中 祐子 中部 3 阿部 泰子 西部 5 紀 孟玟 西部

11 長岡 直美 西部 4 荒川 康平 中部 6 榎本 吟子 西部

12 久保 直美 西部 5 三浦 歩美 西部 7 長津 洋治 中部

13 渡辺 彰子 西部 6 村上 比呂子 西部 8 湯本 容子 中部

14 伊戸川 緑 西部 7 立木 毅 中部 9 中間 美惠子 中部

15 相澤 俊彦 西部 8 保坂 正人 西部 10 田中 顕一 中部

16 田中 悦子 中部 9 佐藤 裕子 西部 11 神田 直紀 西部

17 園井 穂澄 中部 10 池田 雅子 西部 12 小髙 貞代 中部

18 脇田 優一 中部 11 吉村 サク 西部 13 髙橋 光夫 西部

19 八尾 安子 中部 12 金子 瑠菜 西部 14 富田 忠 中部

20 金澤 美佳 西部 13 松田 祐子 西部 15 小川 聖美 中部

21 福永 鋼 西部 14 小山 悦子 中部 16 鈴木 紀子 西部

22 峯岸 真代 西部 15 鮫島 海太 西部 17 幡谷 俊一 中部

23 上野 高徳 西部 16 小泉 恭子 西部

24 土井 潤 西部 17 冨樫 瞭詠 西部 1 榎本 博 中部

25 関口 愛美 西部 18 石川 牧代 中部 2 濱里 史明 中部

26 野沢 めぐみ 西部 19 箭内 幾代美 西部 3 米澤 真樹 西部

27 髙橋 優子 中部 20 上野 百合 西部 4 中村 正 西部

28 小嶋 恭子 西部 21 坂井 尚子 西部 5 古屋 英美 中部

29 柴﨑 晶子 中部 22 奥村 彰 西部

令和２年度地方審査（日高　中学・高校・一般の部）

実施年月日：令和3年2月23日　　　　於：日高市文化体育館弓道場　

初段受審で壱級査定者は4名でした。

初段の部　合格者　36名

弐段の部　合格者　27名

参段の部　合格者　17名

四段の部　合格者　5名


