
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 立順 所属地連 受付時間

1 岐阜 村瀬 麻紀 31 岐阜 五嶋 忠男 61 愛知 新矢 浩一 91 愛知 原田 了

2 愛知 山田 英治 32 静岡 鈴木 静夫 62 静岡 村田 幸一 92 静岡 山下 恵子

3 愛知 大竹 晃司 33 愛知 加藤 裕生 63 三重 安藤 秀成 93 静岡 藤平 保雄

4 愛知 水野 愛明 34 愛知 鈴木 博美 64 三重 西山 孝文 94 愛知 松本 洋子

5 愛知 岡﨑 春光 35 愛知 阿部 圭子 65 静岡 岩城 良行 95 岐阜 熊崎 利光

6 岐阜 道家 義将 36 静岡 青木 哲生 66 愛知 伊藤 礼子 96 愛知 河野 圭爾

7 愛知 松岡 卓哉 37 愛知 福井 真知子 67 岐阜 神山 和代 97 静岡 望月 美希

8 愛知 野呂 直弘 38 愛知 常富 法子 68 愛知 星川 明敏 98 三重 駒田 榮二

9 三重 東 嘉樹 39 愛知 門矢 誠 69 愛知 竹内 裕子 99 愛知 鈴木 弘康

10 愛知 浅井 泉芙 40 愛知 竹内 昌行 70 愛知 関根 崇 100 岐阜 古田 澄子

11 愛知 中村 一雄 41 静岡 井出 博文 71 愛知 森部 裕嗣 101 岐阜 井上 幸明

12 愛知 新美 友治 42 愛知 小嶋 邦男 72 三重 宮岡 慎 102 三重 丸山 正文

13 三重 稲見 あさ代 43 愛知 宇佐美 雅士 73 岐阜 藤橋 あけみ 103 愛知 松崎 政幸

14 愛知 加賀田 裕介 44 愛知 伊藤 敏史 74 愛知 野々垣 美津枝 104 愛知 伴 秀宣

15 三重 大市 奈穂子 45 静岡 露木 亮司 75 愛知 福田 貴久夫 105 岐阜 小川 幸一

16 愛知 安井 明子 46 三重 黒杭 正吉 76 三重 森田 南美 106 静岡 村松 裕子

17 静岡 三上 清美 47 静岡 原木 ひろ子 77 静岡 菅野 正夫 立順 所属地連 受付時間

18 愛知 池山 文悟 48 静岡 岩﨑 悦子 78 愛知 佐藤 政子

19 三重 奥田 智裕 49 愛知 兼松 恭一 79 静岡 平井 正起 107 静岡 今村 真美

20 愛知 鈴木 和也 50 三重 西 達夫 80 静岡 堀内 誠記 108 愛知 丹羽 重之

21 岐阜 若尾 由美 51 愛知 松原 均 81 愛知 宇田 信子

22 愛知 酒井 浩 52 愛知 服部 清明 82 愛知 渡辺 英男

23 三重 佐藤 由紀子 53 静岡 森口 里奈 83 静岡 鈴木 裕史

24 愛知 林 学 54 愛知 中村 礼子 84 静岡 鈴木 房行

25 岐阜 古田 みほ 55 愛知 河井 寿成 85 岐阜 中島 幸子

26 愛知 小河内 祥喜 56 三重 伊藤 ひろ子 86 三重 池田 政子

27 愛知 河口 恵三 57 愛知 小林 弘昌 87 愛知 伊藤 浩文

28 愛知 柳原 啓宏 58 三重 中村 諭 88 愛知 西尾 雅司

29 愛知 久野 研太 59 愛知 池山 舞 89 愛知 伊藤 勉

30 静岡 山口 大輔 60 三重 森 直記 90 静岡 新井 智雄

令和３年度【東海第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（１／２） 施行日：１１月２１日（日）

※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。

会場：日本ガイシスポーツプラザ弓道場

氏名 氏名氏名氏名

教士の部

13:20～
13:50

氏名

第一次審査通過者

14:30～
14:50

10:40～
11:10

9:30～
10:00

※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

12:10～
12:40



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 立順 所属地連 受付時間

1 愛知 宮本 洋 31 岐阜 森 祐太 61 愛知 菱村 珍秀 91 愛知 山本 敏枝

2 愛知 角藤 晃 32 岐阜 増田 好紀 62 静岡 白柳 慶子 92 岐阜 林 かおり

3 三重 鈴木 喜代子 33 愛知 安楽岡 貞 63 静岡 村松 歩 93 静岡 丸山 悦司

4 愛知 長谷川 廣一郎 34 愛知 山本 伸郎 64 静岡 中島 隆 94 静岡 大山 啓雄

5 愛知 肥田 由紀 35 愛知 谷口 洋子 65 愛知 長谷川 真理 95 愛知 高田 茂

6 愛知 中嶋 明代 36 三重 中本 伸 66 三重 岡 正明 96 静岡 大庭 真紀

7 愛知 佐々木 恭子 37 静岡 森 和美 67 静岡 安藤 ひろ美 97 愛知 島津 元

8 愛知 後藤 優介 38 愛知 花井 聡 68 愛知 岡田 恵美子 98 愛知 伊藤 倫明

9 静岡 杉浦 尚子 39 静岡 新本 美香 69 三重 中井 真紀 99 愛知 天崎 能孝

10 愛知 塚本 暁央 40 愛知 渡邉 恵介 70 愛知 酒井 裕章 100 三重 境 保彦

11 愛知 牛山 由美子 41 愛知 赤塚 正子 71 愛知 坂野 倍子 101 静岡 壬生 智巳

12 岐阜 大野 圭二 42 静岡 大石 文子 72 三重 髙井 佳奈 102 愛知 中川 節子

13 岐阜 高橋 孝司 43 静岡 脇 宏光 73 愛知 杉浦 義秀 103 愛知 加納 俊則

14 愛知 西村 文絵 44 愛知 伊藤 雅彦 74 愛知 冨田 雅美 104 静岡 佐藤 清昭

15 愛知 長谷川 真由 45 岐阜 福留 裕晃 75 愛知 船橋 正浩 105 岐阜 水谷 正美

16 静岡 風間 淳 46 三重 井山 智草 76 愛知 水谷 晋 106 愛知 黒田 政治

17 静岡 石原 弘之 47 愛知 今尾 香代子 77 愛知 堀井 泰三

18 愛知 藤戸 誠 48 愛知 近藤 庸子 78 岐阜 細野 高弘

19 愛知 石畠 奈都美 49 静岡 木村 義秀 79 愛知 岩出 直三

20 愛知 小山　 俊彦 50 愛知 三木 章照 80 愛知 今井 信江

21 愛知 石畠 宏平 51 三重 西山 由香 81 愛知 鵜飼 茂樹

22 愛知 姫野 裕子 52 愛知 本多 房子 82 岐阜 野々川 鈴子

23 三重 伊奈 隆二 53 愛知 關 敏訓 83 岐阜 橋本 ゆく子

24 三重 中村 奈津美 54 静岡 植田 隆吉 84 岐阜 高井 公子

25 岐阜 伊藤 宏 55 三重 伊藤 繁 85 愛知 田原 登志

26 三重 奥田 佳和 56 静岡 山田 衛 86 愛知 黒栁 純子

27 愛知 陣野 富夫 57 愛知 穂倉 敏勝 87 静岡 渡辺 英雄

28 愛知 山崎 朱美 58 静岡 西島 延子 88 愛知 吉田 直樹

29 愛知 谷田 直樹 59 愛知 稲垣 一枝 89 三重 小倉 弘樹

30 三重 堀本 隼世 60 愛知 鈴木 浩一 90 三重 森田 典男

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

氏名 氏名 氏名 氏名

12:00～
12:30

13:10～
13:40

14:20～
14:50

15:30～
16:00

六段の部

※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。

会場：日本ガイシスポーツプラザ弓道場

令和３年度【東海第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（２／２） 施行日：１１月２１日（日）


