
第241回東京都弓道連盟第一地区定期審査会
合�格�者

東京都弓道連盟第一地区

ビデオ審査 すみだ産業会館
認定

無指定 2級 原 晃志 芝工大付属 合格者 初段 池田 智輝 江戸川高校
森 桃乃 竹台高校 岡野 一創 江戸川高校

以上2名 木㔟 碧 江戸川高校
佐々木 静馬 江戸川高校

Ⅰ級 島村 美羽 晴海総合 廣瀨 遥翔 江戸川高校
遠藤 萌夏 晴海総合 塩谷 さくら 江戸川高校
早川 華乃 晴海総合 西原 綾音 江戸川高校
豊 美紗姫 晴海総合 松田 小雪 江戸川高校
林 海南子 晴海総合 赤尾 友佳 晴海総合

金森 和之 開成 山本 萌 晴海総合
阪本 知駿 開成 星野 安奈 晴海総合
柏木 勇人 開成 渡邉 美優 小岩
宮野 太梧 竹台高校 井口 みさと 小岩
横浜 和希 竹台高校 今川 桃寧 小岩
角田 和奏 竹台高校 丸山 颯太 芝工大付属
鶴岡 心結 竹台高校 山北 悠太郎 芝工大付属

以上12名 中野 來未 葛飾綜合
横山 真生 葛飾綜合

初段 佐久間 泉 江戸川高校 駒崎 理子 葛飾綜合
鈴木 雪音 晴海総合 髙橋 佑奈 葛飾綜合
大髙 千佳 晴海総合 添田 瑠斗 葛飾綜合
本田 悠騎 芝工大付属 野寺 結那 葛飾綜合
太附 瑞季 葛飾綜合 佐々木 朋花 葛飾綜合
秋山 莉瑚 竹台高校 福田 聖空 葛飾綜合
大島 千奈 竹台高校 宇田川 菜穂 葛飾綜合
木方 美可輝 竹台高校 香田 美夢 葛飾綜合
小林 愛由汰 竹台高校 長山 花乃音 葛飾綜合
古田 幸太郎 竹台高校 荒井 響魅 葛飾綜合
竹下 藍登 竹台高校 田谷 季音 開成
清水 希良 竹台高校 野口 翔太朗 開成

以上12名 菱沼 優吾 開成
新居 大輝 東
平内 愛梨 東
速水 里和 竹台高校
渡邊 元気 竹台高校

以上35名

弐段 渡邉 紗凪 江戸川高校
唐司 実咲 晴海総合
中田 悠 開成
下村 知佳 東
小村 菜月 東
林 奈那 東

白根 瑞季 東
関 恵水 東
全 盈姝 東

太田 飛龍 竹台高校
彦坂 怜音 竹台高校

以上11名

審査 中央区総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ弓道場

無指定 認定 合格者 参段 三瓶 栄二 足立
初段 佐野 久美子 墨田 木田 征徳 中央

松尾 尚紀 墨田 吉村 幸恵 中央
羽賀 貴志子 葛飾 上野 晋平 江東

以上３名 河田 達也 墨田
合格者 合格者 安藤 穂乃香 皇宮警察

初段 松原 佳蓮 窪田 佐野 陽子 江東
以上１名 石井 季絵 千代田

三浦 才輝 荒川
弐段 大井 みか 江東 藤井 晋司 江戸川

柴田 美雨 足立 武矢 八重子 三菱
大田 亜紀 足立 以上１１名

成嶋 真由美 中央
北村 笑子 葛飾 四段 鈴木 理子 千代田
大塚 嵐 江東 佐藤 勝義 千代田

以上６名 福田 義弘 五條天神社
馮 熙鉉 窪田

以上４名
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