
主催

令和３年５月３日（月・祝）

＊参加者は指定の時間以外は入館できません、観覧席は使用禁止です。

　四ツ矢２中者は各部の行射終了後直ちに、競射を行います。 それ以外の参加者は、行射終了後　速やかに退館して下さい。

支部 支部

1 福島 隆雄 西東京 9 : 00 10 ： 00 ～ 10 ： 08 38 郡司 和徳 平和の森 12 : 00 13 ： 00 ～ 13 ： 08

2 松本 裕 練馬 39 山口 穣 江戸川

3 林 佳子 福生 40 田中 常浩 平和の森

4 藤本 隆義 練馬 41 金丸 浩平 小平

5 福間 美穂 五條天神社 42 本間 幹裕 至誠会

6 播谷 仁 平和の森 43 近藤 優子 品川

7 中村 万里子 小金井 9 : 10 10 ： 10 ～ 10 ： 18 44 森田 真由美 大宮八幡 12 : 10 13 : 10 ～ 13 18

8 木元 孝憲 浅草 45 國司 学 至誠会

9 濱西 栄枝 あきる野 46 吉田 卓也 町田

10 土田 智彦 品川 47 山田 昇 平和の森

11 西田 徹二 玉川 48 柳下 宙子 玉川

12 浅野 護 千代田 49 仲澤 慶太郎 司正会

13 竹内 英樹 練馬 9 : 20 10 ： 20 ～ 10 ： 28 50 鶴田 雄也 立川 12 : 20 13 : 20 ～ 13 28

14 曽根 裕香 新宿 51 阿部 貴大 新宿

15 横須賀 暁美 福生 52 大塚 志郎 西東京

16 清水 麗 五條天神社 53 鈴木 利夫 品川

17 佐藤 由紀子 小金井 54 宮脇 ひろみ 平和の森

18 池田 晴雄 至誠会 55 奥野 浩次 江東

19 室谷 みどり 至誠会 9 : 30 10 ： 30 10 ： 38 56 丸山 貴大 足立 12 : 30 13 : 30 ～ 13 38

20 小野 照美 小平 57 丸山 桃子 足立

21 清水 綜太 平和の森 58 杉田 悠貴 板橋

22 青山 美奈 練馬 59 三浦 圭亮 日鉄

23 松岡 一也 三菱 60 森 利行 砧

24 井上 幸雄 千代田 61 渡辺 洋 小金井

25 竹川 芳美 小平 9 : 40 10 ： 40 ～ 10 ： 48 62 鈴木 國雄 目黒 12 : 40 13 : 40 ～ 13 48

26 魚住 真美加 立川 63 吉田 順子 司正会

27 國司 なほ子 至誠会 64 神尾 和弘 青梅

28 片平 奈々子 小平 65 山田 光矢 中野

29 阿部 優衣 新宿 66 冨塚 敏郎 文京

30 石本 亮 千代田 67 庭野 尚美 品川

31 鈴木 ひとみ 杉並 9 : 50 10 ： 50 ～ 10 ： 58 68 久保田 幸男 昭島 12 : 50 13 : 50 ～ 13 58

32 岩田 武人 平和の森 69 吉田 幸平 新宿

33 橋本 栄子 豊島 70 小峰 佳奈子 昭島

34 小川 六実 玉川 71 吉江 徹 小平

35 横田 純一郎 平和の森 72 髙橋 純子 千代田

36 広部 せい子 新宿 73 大野 博 千代田

37 坂梨 知司 小金井 10 : 00 11 : 00 ～ 11 : 08 74 川越 俊彦 江東 13 : 00 14 : 00 ～ 14 08

97 石田 公葉 大宮八幡 75 篠原 宏幸 目黒

98 瀬谷 尚美 新宿 76 増永 瑞枝 西東京

99 山本 瑞穂 調布 77 吉村 智子 平和の森

100 猪熊 渉 板橋 78 津田 悟 浅草

79 大沼 修 西東京

80 田中 勝朗 江東 13 : 10 14 : 10 ～ 14 18

81 松本 愛子 練馬

82 江沢 水穂 中央

83 藤田 京子 あきる野

84 池田 眞弓 港

85 藤岡 典子 大田第一

86 宇田川 恵子 品川 13 : 20 14 : 20 ～ 14 28

87 倉坪 君代 品川

88 大﨑 真一 大田第一

89 中橋 信子 渋谷

90 粟野 茂 品川

91 川﨑 良典 八王子

92 成田 寿一 江戸川 13 : 30 14 : 30 ～ 14 : 38

93 畝本 孝志 大田第一

94 山﨑 充夫 千代田

95 小山 孝昭 平和の森

96 上野 利雄 司正会
101 山口 智史 江東

14 : 50

　弓道場に入場までは、マスク着用をお願いします。

会場：全弓連・中央道場

東京都弓道連盟

明 治 神 宮
全日本弓道連盟

後援

　受付では、「体調管理チェックシート」提出、体温チェック、手の消毒を必ず　お願いします。

第140回　明治神宮奉納遠的弓道大会

２中以上終了次第　射詰競射

５段以上の部
氏　　名 入館指定時間 開始時間 終了時間終了時間入館指定時間氏　　名

４段以下の部

２中以上終了次第　射詰競射

開始時間


