
（至誠館）

61 埼玉 金子 貴一 261 埼玉 岩元 真 461 静岡 大坪 正史

62 神奈川 染矢 里香 262 神奈川 松本 建 462 埼玉 石原 邦浩

63 埼玉 畠山 和 263 神奈川 森田 直美 463 埼玉 新井 好一

64 茨城 文倉 和彦 264 神奈川 佐藤 弘 464 神奈川 渡邉 新樹

65 神奈川 中平 浩史 265 千葉 石山 洋美 465 埼玉 掛田 春雄

66 神奈川 福冨 真貴 266 栃木 赤嶺 直之 466 神奈川 宮田 貴之

67 神奈川 齋藤 秀暢 267 神奈川 中井 俊市 467 神奈川 勝永 美恵子

68 静岡 岸 絵美 268 千葉 秋本 由美子 468 千葉 渋谷 哲以

69 新潟 金山 幸司 269 埼玉 轟 新二 469 埼玉 濱里 史明

70 埼玉 中村 正 270 埼玉 伊藤 元子 470 埼玉 加々美 淳一

71 千葉 柴山 国弘 271 埼玉 渡邊 充子 471 千葉 吉開 真波

72 千葉 石井 倫子 272 神奈川 風間 成実 472 千葉 多田 和貴

73 埼玉 作野 幸子 273 千葉 内山 知美 473 千葉 奥田 成人

74 茨城 熊田 大輔 274 千葉 秋山 歌織 474 千葉 西村 泰一

75 千葉 遠藤 香菜子 275 千葉 森田 晴代 475 埼玉 加藤 考治

76 千葉 中島 政己 276 千葉 内山 賢一 476 神奈川 髙野 雄一

77 埼玉 安倍 久美子 277 神奈川 沼上 史子 477 千葉 土橋 洋子

78 埼玉 作野 肇一 278 千葉 徳嵩 由美子 478 千葉 滑川 正洋

79 埼玉 髙荷 國男 279 神奈川 牧田 嘉久 479 千葉 鈴木 康平

80 埼玉 猪鼻 正夫 280 神奈川 福井 宗明 480 神奈川 筋野 真知子

81 茨城 田谷 よし子 281 静岡 早乙女 昇 481 埼玉 荒川 弘康

82 神奈川 小菅 彩子 282 千葉 前島 葉子 482 埼玉 細川 博

83 神奈川 木村 由布子 283 埼玉 花房 実美 483 埼玉 森 雅邦

84 千葉 木村 隆弘 284 神奈川 瀧本 浩一 484 茨城 須田 はま子

85 神奈川 加藤 哲也 285 神奈川 伊東 良子 485 神奈川 中川 かおり

86 埼玉 中村 薫 286 神奈川 横山 俊男 486 神奈川 位田 泉

87 埼玉 榎本 容子 287 千葉 福田 菜穂美 487 千葉 海老原 二三枝

88 千葉 村山 盛平 288 千葉 佐藤 勝 488 埼玉 合田 崇志

89 千葉 徳嵩 邦彦 289 千葉 坂本 寿江 489 神奈川 宮腰 淳一

90 埼玉 杣山 博文 290 千葉 佐々木 秀雄 490 埼玉 畑中 みゆき

91 神奈川 中澤 佳樹 291 埼玉 伊東 知恵 491 埼玉 唐鎌 光広

92 神奈川 重田 俊一 292 埼玉 猪鼻 智江 492 千葉 佐藤 嘉浩

93 神奈川 吉澤 円 293 埼玉 相良 幹男 493 埼玉 荻原 経市

94 神奈川 片岡 畔 294 神奈川 藤掛 真里恵 494 神奈川 玉井 裕貴

95 静岡 増田 夕紀子 295 茨城 阿片 理恵 495 神奈川 根本 美保

96 埼玉 濱井 さやか 296 福島 國井 英隆 496 神奈川 兼子 勝也

97 神奈川 手塚 史展 297 神奈川 中山 里美 497 神奈川 木村 仁紀

98 埼玉 影山 眞紀恵 298 神奈川 菅原 直文 498 神奈川 山岸 一

99 神奈川 佐野 ひろ子 299 埼玉 秋本 秀代 499 千葉 内山 晃子

100 神奈川 林 秀子 300 神奈川 山田 香代子 500 神奈川 魚住 由紀子

101 千葉 小林 春男 301 神奈川 渡辺 由紀乃 501 神奈川 冨岡 陽子

102 埼玉 三浦 陽子 302 茨城 江幡 航平 502 神奈川 皆川 嘉奈子

103 静岡 日野原 志満子 303 千葉 脇 俊彦 503 神奈川 横山 美佐江

104 埼玉 志賀 千夏 304 埼玉 須原 暢 504 埼玉 望月 衛

105 神奈川 森下 豊 305 埼玉 新島 麻美 505 茨城 黒澤 由香

106 茨城 中野 耕 306 神奈川 三橋 ちづ子 506 埼玉 沖田 純子

107 神奈川 秋岡 美生子 307 神奈川 浄法寺 京子 507 長野 福澤 貴二

108 神奈川 杉原 正康 308 神奈川 松崎 敏彦 508 神奈川 佐藤 知世

109 埼玉 小島 幸子 309 千葉 杉本 和歌子 509 茨城 島崎 かおる

110 千葉 野原 智恵美 310 神奈川 飯口 勝之 510 埼玉 早田 ひとみ

111 茨城 永井 哲三 311 神奈川 坂内 美惠子 511 埼玉 岩渕 知英子

112 埼玉 田中 麻子 312 埼玉 加藤 芳久 512 神奈川 江端 直行

113 神奈川 渡辺 知子 313 神奈川 生津 真一 513 千葉 浄法寺 亘

114 神奈川 松下 雅司 314 神奈川 山﨑 公子 514 茨城 金塚 安伸

115 埼玉 黒田 紀子 315 茨城 砂田 桂佑 515 埼玉 清水 寛子

立順 所属地連 氏　　　名 立順 所属地連
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12:40

11:30

11:40

11:50

12:00

12:10

12:20

12:50

13:00

13:10

13:20
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立順 所属地連 氏　　　名 立順 所属地連

令和４年度第一回東京関東地域連合審査会　受審者名簿
指定入館時間

第一射場 第二射場 第三射場

氏　　　名 立順 所属地連 氏　　　名 入館時間

116 神奈川 秋田 彩乃 316 群馬 木村 美津江 516 神奈川 塚田 郁乃

117 神奈川 金井 幸子 317 千葉 渡邉 政利 517 千葉 井上 久雄

118 埼玉 瀬田 稔 318 神奈川 木皿 高子 518 埼玉 甲田 智子

119 神奈川 川上 順 319 神奈川 加本 務 519 神奈川 沼上 達久

120 埼玉 河西 洋子 320 埼玉 高橋 俊 520 神奈川 田中 好信

121 千葉 加藤 宗彦 321 埼玉 町田 秀夫 521 埼玉 井田 晴久

122 埼玉 黒須 昭宏 322 埼玉 山中 正昭 522 神奈川 須田 憲一

123 神奈川 藤田 浩子 323 茨城 石山 雄一 523 千葉 杉本 久

124 神奈川 長岡 洋之 324 千葉 竹本 弘 524 神奈川 井上 郁子

125 埼玉 中山 典子 325 埼玉 遠藤 茂 525 埼玉 宮嶋 重明

126 埼玉 平井 一郎 326 埼玉 立花 律 526 神奈川 伊藤 みち子

127 神奈川 木村 敏夫 327 埼玉 桑原 幸重 527 千葉 荒牧 譲二

128 埼玉 矢島 美穂 328 埼玉 由原木 優 528 埼玉 池永 直子

129 千葉 秋山 佐和子 329 静岡 内田 由利子 529 神奈川 吉川 広子

130 埼玉 齋藤 香 330 神奈川 安西 春代 530 埼玉 遠藤 哲也

131 神奈川 庄境 誠 331 埼玉 木本 恵子 531 神奈川 石原 克彦

132 神奈川 中村 徳男 332 神奈川 露木 泉 532 神奈川 馬場 洋

133 埼玉 根岸 努 333 神奈川 倉本 直哉 533 埼玉 古澤 一也

134 神奈川 柏木 稔 334 埼玉 神田 淳 534 神奈川 橘 達雄

135 群馬 浦野 美由紀 335 埼玉 谷内 雅史 535 神奈川 小山 眞江

136 静岡 勝間田 宏美 336 茨城 新井 智恵子 536 千葉 渡邊 義治

137 埼玉 清住 洋恵 337 埼玉 小山 等 537 埼玉 川合 廣信

138 埼玉 安江 仁美 338 埼玉 鈴木 仁美 538 茨城 岡田 充生

139 千葉 鈴木 肇 339 神奈川 吉川 威 539 千葉 鈴木 久子

140 埼玉 横田 かづ江 340 埼玉 中川 みゆき 540 埼玉 境 和久

141 神奈川 村木 義孝 341 神奈川 高橋 正雄 541 静岡 久保田 典子

142 神奈川 柏木 孝行 342 神奈川 高橋 さゆり 542 神奈川 村上 洋子

143 千葉 山屋 隆正 343 神奈川 青木 真由美 543 神奈川 秋山 幸子

144 埼玉 結城 秀勝 344 神奈川 島崎 博子 544 神奈川 杉崎 清

145 神奈川 田口 芳子 345 茨城 川端 達夫 545 神奈川 榛澤 直江

146 埼玉 田端 邦義 346 埼玉 尾崎 達夫 546 神奈川 大友 富美子

147 神奈川 中堀 正嗣 347 神奈川 杉本 武彦 547 埼玉 坂井 奈巳

148 茨城 奈幡 明子 348 神奈川 永田 実 548 千葉 天神林 隆一

149 茨城 渋谷 淳子 349 神奈川 金子 実弘 549 千葉 中園 里佳

150 神奈川 眞藤 久恵 350 神奈川 齋藤 昭子 550 神奈川 大重 貞子

151 埼玉 清水 由紀子 351 神奈川 田中 義禮 551 茨城 山中 洋之

152 神奈川 松田 隆 352 神奈川 平田 昭生 552 千葉 渡邉 純子

153 神奈川 高橋 尚美 353 千葉 楠 寿博 553 町田 中沢 由恵

154 神奈川 矢部 礼子 354 千葉 逸見 敏治 554 国立 高橋 奈保美

155 千葉 嶋田 登喜子 355 玉川 木村 祐子 555 中野 五十嵐 良子

15:00

13:30

13:50

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

合格者の発表は後日　所属地連へ連絡しますので　行射後速やかに　ご退館下さい。

入館時体温測定器にて体温を測定し（手を消毒後）受付時に申告する事。

射場に入場するまで、必ずマスクを着用してください。館内では無駄な会話はご遠慮ください。
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