
立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 神奈川 伊東 昭次 31 東京第三 山﨑 喜男 61 神奈川 金子 俊博

2 神奈川 日比野 利昭 32 神奈川 小林 泰三 62 東京第二 室井 昌夫

3 東京第三 酒向 大介 33 神奈川 瀧田 佳代 63 東京第二 大和 留奈

4 千葉 鍵和田 義廣 34 神奈川 杉浦 勝利 64 山梨 平出 恭代

5 東京第一 髙谷 英志 35 千葉 岡田 淳子 65 東京第二 丸山 永子

6 神奈川 古賀 政子 36 千葉 坂本 恵子 66 東京第三 村山 俊郎

7 神奈川 吉田 妙子 37 東京第三 今井 豊 67 神奈川 上原 智子

8 東京第三 中野 明子 38 神奈川 武田 英二 68 山梨 古屋 清記

9 神奈川 江副 元気 39 山梨 渡辺 純子 69 千葉 星野 一江

10 千葉 滝口 裕子 40 東京第二 高田 弥生 70 東京第一 矢作 悦子

11 神奈川 佐々木 晴子 41 東京第三 中村 文則 71 東京第三 大森 淳子

12 東京第一 村永 弘昭 42 千葉 木口 正志 72 神奈川 平田 敏枝

13 東京第三 橋本 岳 43 神奈川 森岡 道代 73 東京第二 本郷 朝子

14 神奈川 下門 芳子 44 千葉 木村 紀覚 74 東京第一 津田 悟

15 神奈川 岩村 万里 45 千葉 金子 進 75 千葉 前田 由美

16 千葉 木村 正 46 神奈川 飯塚 洋子 76 神奈川 神部 智栄子

17 東京第三 中山 洋子 47 東京第三 山本 泰弘 77 神奈川 松井 和彦

18 神奈川 久保 保忠 48 東京第二 古江 京子 78 千葉 幸田 孝一郎

19 東京第一 髙橋 純子 49 東京第一 落合 加代子 79 千葉 横山 広治

20 千葉 竜嶽 譲児 50 東京第三 佐々木 宗明 80 東京第三 原 真澄

21 千葉 水江 節子 51 東京第三 福島 幹子 81 東京第一 鈴木 実

22 千葉 遠藤 良子 52 東京第二 深澤 紗絵 82 千葉 齊藤 富美子

23 神奈川 田中 準一 53 東京第二 田中 宏和 83 神奈川 小貫 利男

24 神奈川 正田 惟子 54 神奈川 加納 眞士 84 神奈川 菅沼 伸次郎

25 東京第三 釋迦郡 智子 55 神奈川 梶野 陽子 85 東京第一 武井 省吾

26 千葉 中村 明子 56 東京第一 木村 幸江 86 神奈川 土田 明子

27 東京第一 岩渕 良一 57 神奈川 津田 みゆき 87 東京第一 稲垣 京子

28 東京第三 坂本 文子 58 千葉 今野 純子 88 千葉 長 新人

29 東京第一 矢島 英明 59 神奈川 安田 憲二 89 神奈川 小谷 照子

30 千葉 稲村 彦 60 神奈川 清水 諭 90 東京第三 古田 博規
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※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

当日の合格発表は行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること
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会場：全日本弓道連盟中央道場

施行日：７月１８日（日）令和３年度【南関東第１地区】特別臨時中央審査会　六段　受審者受付時間（１／２）
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立順 所属地連 受付時間

91 神奈川 大塚 悦子

92 東京第三 仁藤 美保

93 千葉 樋口 静子

94 神奈川 出口 宏光

95 神奈川 河村 ノヱ子

96 東京第一 篠花 明美

97 東京第一 神成 泰子

98 神奈川 竹内 眞理子

99 千葉 田杭 平三

100 東京第三 沼澤 朋子

101 東京第二 林 佐智子

102 千葉 水島 恒郎

103 神奈川 宿谷 奈央

104 神奈川 片桐 厚子

105 神奈川 佐藤 登美子

106 東京第三 伊倉 功

107 東京第一 谷野 琢己

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。
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当日の合格発表は行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

会場：全日本弓道連盟中央道場

施行日：７月１８日（日）令和３年度【南関東第１地区】特別臨時中央審査会　六段　受審者受付時間（２／２）


