
立順 所属地連 入館時間 立順 所属地連 入館時間 立順 所属地連 入館時間

1 東京第二 粟野 茂 31 東京第三 高戸 節子 61 東京第三 久住 昇

2 千葉 三浦 久美 32 東京第二 福原 憲彦 62 千葉 真田 ルミ

3 山梨 佐野 弥生 33 千葉 中川 眞由美 63 神奈川 中村 とき子

4 神奈川 山下 文江 34 東京第二 高田 洋子 64 東京第二 畝本 孝志

5 神奈川 阪田 弘道 35 神奈川 遠山 裕也 65 東京第三 植松 浩二

6 神奈川 石田 賀久 36 千葉 堀部 雅志 66 神奈川 清水 正明

7 神奈川 田中 千穂 37 神奈川 佐藤 昌子 67 東京第三 前野 征郎

8 東京第二 中橋 信子 38 神奈川 木倉 順子 68 東京第三 倉林 裕子

9 東京第三 伊藤 千恵 39 東京第一 谷本 公正 69 山梨 西堀 泰弘

10 神奈川 井上 恭子 40 東京第三 杉 修 70 山梨 標 衣枝

11 東京第二 宮川 睦子 41 神奈川 大場 孝連 71 東京第一 高橋 央

12 東京第二 大東 謙 42 神奈川 鈴木 二良 72 東京第三 千葉 智胤

13 東京第三 藤原 真 43 東京第三 三枝 義信

14 神奈川 田中 恭子 44 東京第三 藤村 文子

15 東京第二 春野 真奈美 45 東京第二 中川 睦子

16 東京第二 相原 義子 46 神奈川 加藤 ちか子

17 東京第三 井上 慶三 47 東京第三 木村 裕子

18 東京第二 児矢野 美名子 48 東京第二 加藤 薫

19 東京第二 吹田 理栄 49 東京第三 天野 雅弘

20 東京第三 大塚 真史 50 神奈川 高瀬 元春

21 東京第一 成田 寿一 51 東京第三 野一色 貞夫

22 東京第三 水野 重之 52 東京第一 冨樫 和子

23 東京第三 川﨑 良典 53 東京第三 小山 史高

24 東京第三 齊田 孝次 54 神奈川 倉本 佳文

25 東京第三 井上 丈晴 55 神奈川 貝野 勇

26 東京第一 加藤 一弘 56 東京第一 石井 和夫

27 千葉 白井 洋子 57 東京第三 榎本 雅明

28 千葉 髙本 祝彦 58 神奈川 北爪 啓介

29 東京第一 小田切 昭 59 東京第二 岡部 恵美子

30 神奈川 古郡 健 60 東京第三 山の井 ゆりこ

氏名

※各受審者は自身が対象の第一次審査通過者の発表を確認次第、通過者以外は速やかに退館すること

会場：全日本弓道連盟中央道場
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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入館・受付をすること。
　ただし、入館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。

施行日：４月２９日（木）令和３年度【南関東第４地区】特別臨時中央審査会　七段　受審者入館時間
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