
第236回東京都弓道連盟第一地区審査結果 第236回東京都弓道連盟第一地区審査結果
令和2年11月28日(土)�ビデオ審査 令和2年11月29日(日)�中央区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ弓道場
無指定の部 無指定の部 参段の部

№ 所属 氏名 査定結果 № 所属 査定結果 № 所属 結果
1 東高校 石井優斗 １級 1 上智大学 肥後 里加子 初段 301 上智大学 須磨 千草 合格
2 東高校 上田采和 初段 2 上智大学 土橋 礼奈 初段 304 三菱 竹尾 淳司 合格
3 東高校 葛西�尊 初段 3 上智大学 花岡 也々子 初段 306 荒川 鄭 太雄 合格
4 東高校 黒田�要 １級 4 上智大学 金指 百衣子 初段 311 江東 福山 清隆 合格
5 東高校 冨沢昇吾 初段 5 上智大学 池澤 瑠々 初段 312 中央 服部 浩臣 合格
6 東高校 姫野麟太郎 初段 6 上智大学 田村 美瑞希 初段 315 浅草 阿部 仁美 合格
7 東高校 坂井すず １級 7 上智大学 牧田 莉香子 初段 318 専修大学 松宮 裕 合格
8 東高校 佐藤姫夏 １級 8 葛飾 堀江 光司 初段 325 足立 江川 明伸 合格
9 東高校 白木千尋 １級 9 足立 大竹 美穂子 初段 329 中央 金井 利枝子 合格
10 東高校 柴田来海 初段 10 浅草 松本 静 初段 332 江東 鈴木 真紀 合格
11 東高校 福原瑠美 初段 11 浅草 ＫＵＯ クーオ 初段 342 足立 蘒原 美生 合格
12 開成学園 西村俊亮 １級 12 中央 園原 奈津恵 初段 343 墨田 須藤 文華 合格
13 開成学園 飯田匡洋 2級 13 中央 吉岡 美智子 初段 347 江戸川 福本 正史 合格
14 開成学園 中根大宝 2級 14 窪田 杉井 幸子 初段 348 荒川 市川 徹 合格
15 晴海総合高校 阿部�天 初段 15 江戸川 田中 愛 初段 四段の部

初段の部 16 江戸川 神田 香織 初段 № 所属 結果
№ 所属 氏名 結果 17 足立 三瓶 栄二 初段 404 足立 中村 和弘 合格
51 江戸川高校 日髙美海 合格 18 浅草 古川 濃 初段 414 江東 馬上 祐典 合格
52 江戸川高校 石川夏鈴 合格 19 中央 吉村 幸恵 初段 416 窪田 金井 敬 合格
53 江戸川高校 櫻井智咲 合格 20 足立 宮 良幸 初段 419 三菱 近藤 正泰 合格
54 江戸川高校 堀内爽絢 合格 21 荒川 神代 康子 初段 431 江東 卯都木 靜江 合格
55 江戸川高校 伊藤史哉 合格 22 足立 松橋 秀雄 初段 435 窪田 佐藤 聖美 合格
56 江戸川高校 加賀世展 合格 23 千代田 大島 清一 初段 441 千代田 浅野 護 合格
57 竹台高校 宮下美紅 合格 1級の部 455 墨田 小野島 和夫 合格

№ 所属 結果 463 開成学園 鈴木 省一 合格
51 窪田 市塚 陽丸 合格 468 司正会 木須 亜都子 合格
52 荒川 奈良 秋果 合格

初段の部

№ 所属 結果
101 窪田 白川 佑太 合格

102 窪田 合志 真衣 合格

103 江東 野尻 和寛 合格

弐段の部

№ 所属 結果
201 千代田 久保 尚子 合格

202 江東 佐野 陽子 合格

203 中央 井邊 洋子 合格

204 中央 榎本 多美 合格

205 江東 牧原 幹子 合格

206 中央 松本 紀子 合格

207 江東 長澤 明 合格

208 千代田 稲垣 健一 合格

209 葛飾 清野 栄一 合格

210 中央 佐藤 哲朗 合格

211 足立 下岡 信江 合格

212 足立 佐野 律子 合格

213 三菱 萩原 聡美 合格

214 皇宮警察 安藤 穂乃香 合格

215 浅草 中村 祐次 合格

216 墨田 福島 涼介 合格

217 江東 鹿野 智久 合格

218 中央 福田 好純 合格

219 江戸川 辻出 清和 合格

氏名

氏名 氏名

氏名

氏名

氏名


