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1 茨城 小橋 進 71 東大和 塚原 敦子 141 千葉 中村 多恵 301 神奈川 市橋 淳平 371 神奈川 中川 かおり 441 埼玉 遠藤 茂 601 栃木 増山 弘子 671 神奈川 小菅 彩子 741 神奈川 廣野 明美

2 千葉 田代 雅也 72 神奈川 沼上 史子 142 山梨 市川 裕美 302 千葉 角 悟 372 神奈川 位田 泉 442 新宿 阿部 優衣 602 山梨 保坂 友美 672 神奈川 木村 由布子 742 埼玉 矢島 美穂

3 山梨 赤澤 英里 73 神奈川 竹鼻 史真 143 埼玉 安田 幸江 303 群馬 中条 順子 373 千葉 阿保 直紀 443 埼玉 池永 直子 603 品川 西 ジュン 673 千葉 徳嵩 由美子 743 国立 藤井 克代

4 武蔵野 黒田 みのり 74 千葉 海老原 二三枝 144 町田 渡邉 嗣子 304 武蔵野 蛯谷 弘子 374 千葉 北山 育夫 444 荒川 鈴木 輝昭 604 目黒 吉井 三奈子 674 千葉 木村 隆弘 744 千葉 秋山 佐和子

5 目黒 毛利 直克 75 神奈川 加藤 哲也 145 千葉 山本 和豊 305 埼玉 山田 芳弘 375 神奈川 牧田 嘉久 445 千代田 石本 亮 605 神奈川 志村 俊宗 675 埼玉 髙梨 宏夫 745 埼玉 齋藤 香

6 神奈川 林 秀紀 76 埼玉 中倉 友佳里 146 府中 中田 竜平 306 神奈川 金濱 修一 376 埼玉 畑中 みゆき 446 神奈川 庄境 誠 606 立川 北川 久美子 676 中央 清水 由美 746 神奈川 宮内 恵

7 北 伊藤 敏春 77
大田第

一
手塚 あずさ 147 神奈川 吉川 広子 307 杉並 佐藤 多紀 377 埼玉 唐鎌 光広 447 新宿 岩田 惠介 607 山梨 深澤 小夜 677 足立 石下 ひとみ 747 羽村 佐藤 登志子

8 山梨 望月 菜央 78 静岡 早乙女 昇 148 府中 鈴木 玲子 308 目黒 菅野 美緒 378 大宮八幡 鈴木 恵世 448 町田 福田 公子 608 目黒 入口 真理子 678 中野 勝間田 理恵 748 三鷹 中井 靖朗

9 至誠会 佐藤 悦禧 79 小平 小野 照美 149 埼玉 遠藤 哲也 309 江東 河原 絵里 379 板橋 淵 すず子 449 埼玉 根岸 努 609 荒川 柳下 宏子 679 町田 森澤 滉 749 埼玉 長﨑 美知

10 江東 浜田 幸二 80 町田 蒲生 美恵子 150 埼玉 髙田 咲子 310 静岡 勝又 容子 380 新潟 藤岡 睦 450 品川 宮島 園美 610 静岡 大坪 正史 680 千葉 前島 葉子 750 足立 大澤 眞智子

11 神奈川 寺岡 裕子 81 千葉 伊関 信子 151 東大和 鳴海 俊一 311 神奈川 粂川 秀成 381 千葉 徳嵩 邦彦 451 岡山 田中 將之 611 神奈川 染矢 里香 681 千葉 濱川 博彦 751 東村山 野澤 正子

12 神奈川 小野塚 真澄 82 山梨 村松 真弓 152 長野 町田 真由美 312 神奈川 能嶋 ゆみ子 382 静岡 大沼 早苗 452 埼玉 木本 恵子 612 埼玉 望月 修 682 大田第一 宍道 洋 752 神奈川 石原 克彦

13 千葉 松浦 正則 83 足立 西岡 裕介 153 神奈川 洲﨑 眞紀枝 313 神奈川 中井 俊市 383 葛飾 渡部 靖子 453 神奈川 安西 春代 613 大宮八幡 石田 恵博 683 五條天神社 小島 信一 753 神奈川 植野 秀子

14 調布 清水 達也 84 福生 久保 有実子 154 神奈川 馬場 洋 314 町田 浦田 はるひ 384 中野 笠原 大旺 454 群馬 浦野 美由紀 614 立川 佐藤 誠 684 埼玉 酒井 章貴 754 静岡 原田 康行

15 新宿 田中 宗春 85 杉並 森 紀美子 155 静岡 服部 翔一 315 板橋 川端 昌美 385 稲城 鈴木 登志子 455 国分寺 森岡 麗子 615 小金井 仲村 睦子 685 練馬 城戸 直子 755 新宿 那須 亮子

16 埼玉 中野 英道 86 北 田中 義彦 156 立川 水上 郁子 316 国分寺 平野 素子 386 埼玉 花房 実美 456 立川 水上 浩正 616 多摩 古川 直央 686 あきる野 狩佐須 完夫 756 新宿 猪子 康晴

17 西東京 髙橋 久美子 87 埼玉 杣山 博文 157 埼玉 清住 洋恵 317 大宮八幡 小山 千惠子 387 調布 田村 由美子 457 神奈川 三觜 美範 617 あきる野 濱西 栄枝 687 神奈川 瀧本 浩一 757 神奈川 露木 泉

18 武蔵野 秋山 実 88 神奈川 根本 美保 158 神奈川 橘 達雄 318 八王子 功刀 英美 388 神奈川 伊東 良子 458 神奈川 八木 美男 618 北 小川 郁子 688 神奈川 村上 繁 758 日野 長澤 奈々絵

19
東久留

米
間宮 徳彦 89 神奈川 横山 俊男 159 千代田 川西 隆 319 北 宮本 千鶴子 389 窪田 三枝 直人 459 武蔵野 難波 教子 619 北 土屋 正実 689 中野 糸井 優子 759 神奈川 小山 眞江

20 千代田 野口 知子 90 調布 周東 美紀 160 埼玉 安江 仁美 320 千葉 竜嶽 佳奈 390 練馬 青山 美奈 460 埼玉 谷内 雅史 620 千葉 狩野 智子 690 稲城 増留 春美 760 千葉 渡邊 義治

21 千葉 田中 新一 91 西東京 塚越 勝久 161 千葉 鈴木 肇 321 千葉 小林 恵美 391 西東京 関戸 伸之 461 埼玉 小日向 勝美 621 神奈川 大塚 映美 691 大宮八幡 安田 渉 761 神奈川 上塘 淳

22 神奈川 名輪 みゆき 92 三菱 松岡 一也 162 三菱 金子 祐美子 322 神奈川 渡邉 新樹 392 山梨 長坂 光一郎 462 神奈川 萩野谷 真紀子 622 神奈川 白川 由紀子 692 神奈川 米津 雅祐子 762 中央 関矢 知子

23 神奈川 白石 政徳 93 神奈川 石原 紀子 163 小平 大石 実邦子 323 神奈川 荒木 修一 393 神奈川 吉澤 円 463 埼玉 神田 淳 623 群馬 湊 恵 693 神奈川 浄法寺 京子 763 茨城 岡田 充生

24 茨城 坂井 昌平 94 神奈川 片岡 畔 164 神奈川 珍田 リツ子 324 埼玉 掛田 春雄 394 神奈川 大金 みな子 464 品川 宮原 圭子 624 神奈川 大河原 友季 694 神奈川 山岸 一 764 江戸川 前川 恵美子

25 神奈川 茶村 俊裕 95 千葉 村越 久乃 165 目黒 松原 敬子 325 神奈川 宮田 貴之 395 静岡 増田 夕紀子 465 中野 山崎 泰子 625 神奈川 浦橋 尊子 695 千葉 内山 晃子 765 埼玉 横田 かづ江

26 神奈川 山縣 佐織 96 千葉 小林 弘幸 166 千葉 中嶋 冨美 326 神奈川 福冨 啓光 396 千葉 飯久保 正 466 国分寺 永原 伸之 626 埼玉 森下 珠美 696 長野 工藤 美幸 766 中野 五十嵐 良子

27 神奈川 湯山 千鶴 97 埼玉 濱井 さやか 167 神奈川 柏木 孝行 327 神奈川 森田 直美 397 足立 若井 秀夫 467 埼玉 鈴木 仁美 627 神奈川 川本 睦子 697 小平 竹川 芳美 767 埼玉 小松 美紀

28 神奈川 勝永 美恵子 98 豊島 向井 千恵 168 千葉 鈴木 久子 328 神奈川 三浦 眞名美 398 府中 細田 育生 468 千葉 山屋 隆正 628 神奈川 中村 直子 698 武蔵野 廣瀬 敏 768 埼玉 中村 恭子

29 神奈川 大橋 めぐみ 99 神奈川 中山 里美 169 茨城 新井 智恵子 329 神奈川 馬場 雅和 399 神奈川 魚住 由紀子 469 埼玉 境 和久 629 神奈川 藤島 憲政 699 神奈川 望月 仁美 769 埼玉 小山 等

30 神奈川 佐藤 弘 100 神奈川 手塚 史展 170 千葉 岩田 健治 330 葛飾 木原 弘幹 400 神奈川 菅原 直文 470 静岡 久保田 典子 630 静岡 岸 絵美 700 神奈川 沼上 悦子 770 板橋 河野 孝典

31 静岡 四野宮 美香 101 神奈川 冨岡 陽子 171 防衛省 山根 麻衣 331 中央 服部 浩臣 401 神奈川 山田 香代子 471 墨田 小倉 たつみ 631 中央 清水 宏史 701 神奈川 佐藤 瑞紀 771 神奈川 大辻 智嗣

32 福島 木村 秀樹 102 神奈川 皆川 嘉奈子 172 千葉 簗瀬 邦子 332 千葉 渋谷 哲以 402 埼玉 影山 眞紀恵 472 群馬 渡邊 愛 632 千葉 緒方 邦夫 702 神奈川 西 毅 772 神奈川 横山 礼子

33 千葉 金山 幸司 103 神奈川 渡辺 由紀乃 173 江東 杉田 菜摘 333 山梨 山口 巳和子 403 神奈川 川尻 真都香 473 神奈川 山口 美枝子 633 江東 石田 公葉 703 神奈川 横山 美佐江 773 神奈川 田口 芳子

34 羽村 横山 友加里 104 神奈川 佐野 ひろ子 174 神奈川 吉川 威 334 中野 上山 綾子 404 埼玉 秋本 秀代 474 埼玉 中川 みゆき 634 板橋 木村 清美 704 神奈川 林 秀子 774 墨田 山河 亜由美

35 板橋 武田 陽子 105 茨城 黒澤 由香 175 埼玉 田端 邦義 335 中野 岩下 智恵子 405 豊島 成田 卓壮 475 神奈川 伊豆原 信一郎 635 豊島 三嶋 理恵子 705 あきる野 清古 由美 775 神奈川 小川 弘

36 練馬 濱本 千由 106 杉並 埼玉 かおる 176 神奈川 石黒 敏雄 336 稲城 長谷川 佳祐 406 文京 川上 雪子 476 東大和 藤本 多津江 636 大宮八幡 虞 明慧 706 練馬 佐原 和彦 776 神奈川 高橋 さゆり

37 中野 渡邊 徹 107 立川 鶴田 真美加 177 新宿 安井 みさき 337 新宿 小宮山 乃輔 407 至誠会 國司 なほ子 477 豊島 小野 美千代 637 新宿 小林 知美 707 埼玉 沖田 純子 777 埼玉 松岡 雅美

38 立川 浮須 桂子 108 静岡 日野原 志満子 178 栃木 増田 真由美 338 小金井 中村 万里子 408 埼玉 須原 暢 478 足立 斉藤 實 638 東村山 大田 優美 708 埼玉 志賀 千夏 778 日野 森田 和雄

39 板橋 野川 美智子 109 埼玉 森山 剛 179 北 横手 絹子 339 武蔵野 高増 道子 409 北 石津 龍一 479 神奈川 秋山 幸子 639 杉並 発知 康 709 立川 石塚 義人 779 東村山 齋藤 昇

40
大宮八

幡
山中 勝文 110

大宮八

幡
塚本 陽子 180 稲城 宇留賀 久志 340 大宮八幡 下島 文明 410 西東京 林 孝 480 神奈川 杉崎 清 640 中央 岡田 佳久 710 多摩 秋山 曻 780 神奈川 中堀 正嗣

41 千代田 内藤 雅 111 西東京 櫻井 啓子 181 江東 野口 邦治 341 埼玉 濱里 史明 411 神奈川 佐藤 知世 481 神奈川 田中 陽子 641 埼玉 中村 正 711 静岡 垣見 たみ子 781 茨城 奈幡 明子

42 群馬 中嶋 紀子 112 神奈川 森下 豊 182 江東 内田 祐子 342 埼玉 伊藤 元子 412 神奈川 三橋 ちづ子 482 千葉 上野 伸一 642 平和の森 関根 泰希 712 品川 伊藤 敏博 782 神奈川 青木 真由美

43 品川 向井 理沙 113 茨城 島崎 かおる 183 神奈川 平岡 高明 343 大田第一 荒川 泰宏 413 茨城 中野 耕 483 石川 髙橋 英敏 643 渋谷 松浦 紀美子 713 群馬 星野 豊 783 神奈川 大友 富美子

44 至誠会 和田　 恭一 114 埼玉 早田 ひとみ 184 府中 部田 久美子 344 大田第一 秋葉 浩永 414 神奈川 遠藤 努 484 新宿 佐々木 郁子 644 山梨 赤澤 直子 714 神奈川 秋岡 美生子 784 あきる野 来住野 定男

45 千葉 吉開 真波 115 埼玉 町田 秀夫 185 神奈川 山内 司 345 千葉 圷 昌恵 415 神奈川 杉原 正康 485 神奈川 杉本 武彦 645 千葉 秋山 歌織 715 埼玉 山中 正昭 785 千葉 佐藤 こずえ

46 千葉 多田 和貴 116 埼玉 小島 幸子 186 神奈川 高須 みゆき 346 三菱 近藤 正泰 416 山梨 野沢 英里 486 八王子 木下 雅美 646 千葉 柴山 国弘 716 調布 熊谷 玲美 786 中野 星野 正樹

47 千代田 浅野 護 117 調布 野口 和代 187 荒川 木谷 幸枝 347 千葉 奥田 成人 417 東村山 岡村 ひとみ 487 足立 西沢 スイ 647 千葉 石井 倫子 717 府中 伊藤 睦 787 神奈川 荒井 英子

48 千葉 内山 賢一 118 町田 野中 誠 188 神奈川 松田 隆 348 千葉 西村 泰一 418 千葉 浄法寺 亘 488 世田谷 小中 英毅 648 千葉 中山 隆 718 千葉 野原 智恵美 788 墨田 鈴木 俊彦

49 千葉 酒井 絹枝 119 茨城 金塚 安伸 189 静岡 内山 貴文 349 静岡 松本 和也 419 埼玉 山本 さおり 489 玉川 小川 六実 649 山梨 秋山 杏梨 719 埼玉 田中 麻子 789 渋谷 大橋 秀治

50 国分寺 深貝 朗子 120 中央 中村 恵 190 神奈川 金子 実弘 350 福生 横須賀 暁美 420 三菱 島瀬 郁子 490 千葉 天神林 隆一 650 稲城 岡崎 正人 720 神奈川 野口 孝次郎 790 大田第一 稲川 徹

51 町田 松島 弘 121 神奈川 渡辺 知子 191 埼玉 飯山 幹雄 351 町田 柴田 里香 421 神奈川 飯口 勝之 491 調布 海老澤 昌子 651 町田 石崎 英恵 721 神奈川 塚田 郁乃 791 東大和 山田 満雄

52
あきる

野
三浦 明子 122 神奈川 松下 雅司 192 東大和 古川 友章 352 中野 佐藤 由浩 422 神奈川 坂内 美惠子 492 新宿 古俣 貞 652 長野 水間 貴大 722 埼玉 黒田 紀子 792 千葉 中園 里佳

53 石川 牧口　 和樹 123 日野 山口 千春 193
平和の

森
横田 純一郎 353 埼玉 作野 幸子 423 小平 片平 奈々子 493 千葉 川名 あつ子 653 埼玉 渡邊 充子 723 東大和 田島 裕子 793 葛飾 長﨑 寛人

54 埼玉 武居 涼子 124 神奈川 秋田 彩乃 194 玉川 下川 由貴 354 板橋 小林 由里 424 埼玉 甲田 智子 494 府中 寺﨑 美幸 654 新宿 米満 ふよう 724 神奈川 金井 幸子 794 新宿 広部 せい子

55 小金井 野口 優子 125 神奈川 山﨑 公子 195 神奈川 赤松 八重子 355 町田 板井 秀一 425 神奈川 沼上 達久 495 神奈川 阿部 京子 655 神奈川 嶋 友暉 725 埼玉 瀬田 稔 795 窪田 森田 麻里絵

56 神奈川 八木 智美 126 埼玉 加藤 芳久 196 神奈川 高橋 尚美 356 神奈川 坪倉 陽子 426 神奈川 田中 好信 496 皇宮警察 渡邊 雄俊 656 神奈川 山田 一雅 726 神奈川 川上 順 796 品川 畑 弘敏

57 神奈川 佐藤 真奈美 127 茨城 砂田 桂佑 197 江戸川 藤岡 憲二 357 神奈川 平石 典子 427 茨城 塚本 哲生 497 埼玉 髙田 幸佑 657 神奈川 髙野 雄一 727 茨城 立花 純一 797 三鷹 土屋 千里

58 山梨 小松 ゆかり 128 静岡 安部 麻衣子 198 港 有賀 勝彦 358 防衛省 田中 恵美子 428 静岡 長橋 敦 498 神奈川 大重 貞子 658 砧 土井 晴人 728 板橋 桑原 広喜 798 神奈川 矢部 礼子

59 千葉 福田 菜穂美 129 中野 畠 圭子 199 山梨 久村 泰祥 359 千葉 佐藤 勝 429 中野 森 乃理子 499 神奈川 平田 昭生 659 千葉 滑川 正洋 729 府中 幸野 誠 799 神奈川 吉崎 美知子

60 千葉 坂本 寿江 130 埼玉 山下 由美子 200 板橋 小林 美恵子 360 浅草 鈴木 由美子 430 埼玉 井田 晴久 500 山梨 黒田 ゆり枝 660 千葉 中島 政己 730 埼玉 片柳 あや子 800 八王子 吉澤 伸幸

61 千葉 佐々木 秀雄 131 埼玉 河西 洋子 201 町田 鈴木 孝義 361 千葉 藤野 等 431 群馬 木村 美津江 501 三鷹 髙倉 邦彦 661 千代田 武藤 節子 731 千葉 加藤 宗彦 801 渋谷 川 貞夫

62 日大医学部 竹島 大翔 132 千葉 渡邉 政利 202 中央 髙井 正行 362 神奈川 柴田 幸恵 432 千葉 杉本 久 502 練馬 河田 孝雄 662 埼玉 伊東 知恵 732 静岡 櫻井 雅彦 802 日野 桐内 衣香

63 神奈川 筋野 真知子 133 品川 江川 一枝 203 東村山 沖田 増雄 363 埼玉 安倍 久美子 433 窪田 中西 信夫 503 杉並 植田 直樹 663 神奈川 藤掛 真里恵 733 中央 伊原 妙子 803 東久留米 石井 利英

64 神奈川 三冨 洋子 134 埼玉 野口 洋子 204 千葉 倉本 毅 364 埼玉 荒川 弘康 434 大宮八幡 石川 ひとみ 504 千葉 逸見 敏治 664 神奈川 三田 美智枝 734 新宿 木村 明子 804 千葉 行方 利春

65 埼玉 細川 博 135 府中 本田 洋二 365 埼玉 相良 幹男 435 日野 安村 暁子 665 福島 加藤 真人 735 大宮八幡 三木 達也

66 練馬 戸澤 俊太郎 136 神奈川 丸田 美智留 366 三鷹 小林 亜紀 436 神奈川 藤田 浩子 666 稲城 芳野 真理 736 神奈川 木皿 高子

67
大宮八

幡
山口 敏 137 神奈川 井上 郁子 367 文京 早瀬 貴代子 437 神奈川 加本 務 667 府中 竹内 みえ子 737 渋谷 内藤 喜夫

68 東村山 小野 和穗 138 埼玉 室橋 三子 368 羽村 相茶 義晴 438 埼玉 中山 典子 668 茨城 阿片 理恵 738 静岡 内田 由利子

69 渋谷 松浦 司 139 神奈川 伊藤 みち子 369 玉川 穐原 明美 439 神奈川 木村 敏夫 669 神奈川 百留 幸子 739 西東京 末川 美幸

70 中央 柴田 麻子 140 調布 湯沢 裕里子 370 中央 土谷 雅雄 440 大宮八幡 林 深雪 670 多摩 伊野 裕子 740 多摩 五十子 阿也子

氏　　　名 氏　　　名氏　　　名 氏　　　名氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名 氏　　　名

第一射場（中央道場）立順 第二射場（中央道場）　立順 第二射場（至誠館弓道場）　立順
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