
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

15 小林 真由美 県北 5 立木 毅 中部

1 安部 愉美 県北 16 河野 友子 中部 6 小林 純子 県南

2 木村 浩利 東部 17 井上 陽 中部 7 長谷川 孝治 県央

3 大庭 明夫 県北 18 池田 大介 西部 8 石井 千春 西部

4 新井 美智子 県北 19 拔井 修 県南 9 鈴木 隆 中部

5 秋山 雅之 県北 20 佐々木 豊 西部 10 佐々木 京子 県南

6 中屋 雄貴 県南 21 鯰江 美紀 西部 11 小濵 慶子 中部

7 辰己 慶子 県南 22 山下 友弘 西部 12 笠間 直子 西部

8 岡田 栞 中部 23 吉田 千恵 中部 13 梶山 哲夫 県北

9 嶋木 彩乃 中部 24 八尾 安子 中部 14 小田 香澄 県南

10 原 彩華 中部 25 長谷川 嘉之 県北 15 西出 宏佳 県南

11 増田 七海 中部 26 松本 由里子 東部 16 山寺 光 県南

12 熊野 友南 中部 27 岩下 知通 東部 17 安達 正晃 西部

13 田中 彩衣 中部 28 佐藤 江利 県南 18 関谷 小織 県南

14 早川 菜美 中部 29 宮澤 佳菜 県央 19 吉野 美保 中部

15 臼杵 美菜 西部 30 田上 真知子 県南 20 四方田 謙一 県北

16 姜 智巳 西部 31 小関 一哉 県南 21 神田 伸子 中部

17 金子 文隆 県北 32 小幡 幸宏 県央 22 布施 照子 東部

18 浅野 幸子 東部 33 佐藤 恭子 県央 23 内島 恵子 県北

19 辻 秀代 県央 34 八木 陽子 県南 24 加納 和則 西部

20 関根 恵美子 県北 35 仁田尾 寿江 県央 25 曽我 雄介 西部

36 有吉 眞菜 県央 26 山中 正治 東部

1 金澤 美佳 西部 37 相原 孝司 県南

2 髙橋 優子 中部 38 土屋 重夫 東部 1 畠山 和 中部

3 伊戸川 緑 西部 39 土屋 謙吾 県央 2 中野 英道 西部

4 相澤 俊彦 西部 40 鈴木 繁則 県央 3 加嶋 裕美子 県南

5 宮下 邦博 東部 41 根岸 美和子 県央 4 吉野 敦史 西部

6 江上 真梨 県央 42 今野 久恵 県南 5 新井 好一 県北

7 藤田 領 県南 43 福島 克夫 県北 6 原 健一 県北

8 藤田 朱里 県南 44 山田 邦代 西部 7 松永 恵実香 西部

9 佐藤 千恵子 県南 45 早川 美玖 中部 8 川口 治 東部

10 笠井 英子 県南 9 筑紫 聖一 県央

11 片岡 環 県南 1 小泉 恭子 西部 10 日向 美智子 県南

12 保坂 静子 県南 2 金子 則子 西部 11 帶津 尚子 西部

13 河路 収平 県南 3 松田 祐子 西部 12 轟 新二 西部

14 小林 勝美 県南 4 小山 悦子 中部 13 大澤 猛 東部

令和3年度第6回地方審査会（熊谷 一般の部）

実施年月日：令和3年10月23日　24日　　　　於：熊谷運動公園弓道場　

初段受審で壱級査定者は2名でした。

初段の部　合格者　20名

四段の部　合格者　13名

弐段の部　合格者　45名

参段の部　合格者　26名


