
　　なお、登録諸手続きは、別紙に基づき各大学と本連盟が直接行います。

　　また、システムへの登録処理は本連盟にて行います。

【東京】特別学生臨時中央審査会＜１１月＞の結果について

　　さる、11月17日・18日・19日、東京都渋谷区において施行されました標記の件、

　別紙のとおりお知らせいたします。

全弓連発第29‐103号

平成29年11月 24日

地連会長　各位

公益財団法人　全日本弓道連盟
（印略）

会　長　　中　野　秀　也



杏林大 柴田 瑠奈

杏林大 井上 穂南

青山学院大 蒔山 智郎 慶応体育会 川上 ゆきの

青山学院大 宮﨑 友紀 慶応体育会 牧原 俊介

青山学院大 成澤 瑞紀 慶応体育会 佐藤 慶樹

青山学院大 寺田 真仁 慶応体育会 砂場 彩紀子

青山学院大 中沖 里穂 慶応体育会 松岡 敦也

青山学院大 橋本 圭司 慶応体育会 菊池 瑠璃

青山学院大 黒田 桜子 慶応体育会 窪寺 茉莉奈

青山学院大 泉川 圭耶 慶応体育会 中山 ひかり

青山学院大 佐藤 綾乃 慶応体育会 髙橋 亮

青山学院大 平川 茉莉奈 慶應医学部 佐藤 正幸

青山学院大 西岡 陽美 慶應同好会 清水 香帆

青山学院大 鈴木 花波 慶應同好会 茶谷 智仁

青山学院大 福井 涼太 慶應同好会 多田 信一郎

青山学院大 鳥居 奎吾 慶應同好会 村山 浩理

青山学院大 齊藤 匠 慶應同好会 建 柚毅

青山学院大 森田 英美 慶應同好会 大河内 祐輔

青山学院大 李 照国 慶應同好会 柴田 海朋

青山学院大 松宮 優花 慶應同好会 三隅 彰太郎

青山学院大 大塚 智尋 慶應同好会 谷口 航一

青山学院大 長谷川 萌子 工学院大 石川 ななみ

青山学院大 田中 胡桃 工学院大 蓮見 俊亮

青山学院大 神原 茉佑子 工学院大 市川 暁也

青山学院大 清水 夏帆 工学院大 石川 瑞季

青山学院大理工 西口 正義 工学院大 小川 佳緒理

青山学院大理工 本嶋 涼 國學院大 竹生 豊

青山学院大理工 牧野 康弘 國學院大 飯田 海斗

麻布大 木下 優希 國學院大 花井 祐希

麻布大 梅澤 瑛亮 國學院大 佐藤 梨緒

麻布大 脇 裕紀乃 國學院大 矢吹 麻琴

麻布大 小宮山 碧惟 國學院大 大賀 宥介

学習院大 鈴木 優希乃 國學院大 横山 直登

学習院女子大 鈴木 優香子 國學院大 横井 和子

神奈川歯科大 菅 翔彗 國學院大 高橋 明日香

神奈川歯科大 岩田 誠嗣 國學院大 松浦 祐太

神田外大 柳 百音 國學院大 森 彩夏

神田外大 小林 千紗 駒沢大 森井 美樹　

神田外大 髙橋 莉 駒沢大 小橋 芳都

神田外大 抜井 海斗 駒澤大同好会 芝原 悠司

学校名

（平成29年11月18日付）

　　初段の部　合格者　397名

氏名学校名氏名

1



駒澤大同好会 古川 元英 上智大学 柏 晶

駒澤大同好会 塚田 裕斗 上智大学 木村 まりの

駒澤大同好会 長谷川 智哉 上智大学 原田 真美子

駒澤大同好会 桑原 孝敏 上智大学 福井 智美

駒澤大同好会 間庭 陸生 上智大学 呉 嘉陽

駒澤大同好会 竹村 紘一 上智大学 北村 友海

駒澤大同好会 安江 舞 上智大学 向井 健祐

駒澤大同好会 早川 有紀 昭和大 岩崎 秀平

駒澤大同好会 柿沼 優菜 昭和大 石原 季歩

駒澤大同好会 柴田 江梨香 昭和大 千葉 莉沙子

埼玉大 陳 文初 昭和大 本多 資

埼玉医科大 石原 優理香 昭和大 松本 大樹

埼玉医科大 野村 優介 昭和大 長島 尚輝

埼玉医科大 竹之内 恵茉 昭和大 大原 三佳

埼玉医大保健 小野寺 梓 昭和大 川又 千明

埼玉医大保健 阿部 承 昭和大 加藤 優果

埼玉医大保健 瀬戸 茉彩 昭和大 岡 明世

埼玉医大保健 堀内 美里 昭和大 塩見 充加

芝浦工大 野澤 結 昭和大 花澤 聖

芝浦工大 野田 美夏子 昭和大 船山 英治

芝浦工大 齋藤 千夏 昭和大 松平 克樹

芝浦工大 辻 恵里佳 昭和大 石田 麻育花

芝浦工大 青木 あかり 昭和大 大谷 紹子

芝浦工大 藤野 恵 昭和大 澤村 彩菜

芝浦工大 仲村 弥夏 昭和大 鈴木　 陵介

芝浦工大 橋本 果南 昭和大 船橋 宗利

芝浦工大 川田 崚介 昭和薬科大 上野 慎一郎

芝浦工大 髙橋 秀蔵 昭和薬科大 岩瀬 里佳

首都大学東京 和田 浩太郎 女子栄養大 渡邊 千歳

首都大学東京 田中 宏沖 女子栄養大 髙橋 美香

首都大学東京 高野 結衣 駿河台大 横川 幸正

首都大学東京 柴田 龍一 駿河台大 吉田 陸央

首都大学東京 佐藤 拓弥 駿河台大 二瓶 風花

首都大学東京 数藤 智美 駿河台大 松本 愛美

首都大学東京 小林 大介 成蹊大 井坂　 航太

首都大学東京 角田 正樹 成蹊大 山本 賢次郎

上智大学 水上 そら 成蹊大 櫻井 彩乃

上智大学 加藤 優奈 成蹊大 尾澤 遥真

上智大学 吉松 愛 成蹊大 末永 さくら

上智大学 福田 遼太朗 成蹊大 岡田 彩花

学校名 氏名 氏名学校名
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成蹊大 秋葉 優介 津田塾大 市川 実侑季

成蹊大 布施田 真子 津田塾大 小宮 みな

成城大 元持 正博 津田塾大 荒川 夕香

専修大学 神谷 総一郎 津田塾大 石井 遥香

専修大学 佐藤 寛将 津田塾大 金子 春佳

専修大学 髙田 畝菜 津田塾大 大森 涼

専修大学 木村 俊介 津田塾大 渡邊 夕夏

専修大学 高橋 優一 鶴見大 雨宮 佐千子

専修大学 金澤 遥馬 鶴見大 市原 柊平

専修大学 田村 麟太郎 鶴見大 姫野 亮

大正大 磯部 舞 帝京大 坂梨 亜美

大正大 河野 七海 帝京大 清水 綾子

大正大 梅宮 彩希 帝京大 五十嵐 蒼馬

大正大 井上 智晶 帝京大 大久保 和輝

高千穂大 芹澤 椋太 帝京大 石橋 雄斗

高千穂大 有田 慎也 電気通信大 吉田 侃生

高千穂大 忍田 雄太 電気通信大 東島 涼香

玉川大 鈴木 瑛広 電気通信大 五味 京祐

玉川大 高間 隆一郎 電気通信大 金田 実久

玉川大 清水 康生 電気通信大 田尻 美佳

玉川大 栁原 晴海 電気通信大 春山 慎太郎

玉川大 鹿喰 俊孝 電気通信大 吉村 海渡

千葉大 松﨑 雄大朗 東京医科歯科 山口 恵

千葉大 竹内 馨子 東京医科歯科 大樂 絵理奈

千葉大 宮崎 颯真 東京医科歯科 山田 蘭

千葉大 代 達也 東京医科歯科 古川 哲司

千葉大 吉田 高壮 東京医科歯科 阿部 太洋

千葉大医 加藤 真 東京医科歯科 井上 智美

千葉大医 唐鎌 礼於 東京外語大 岡 壮太郎

千葉大医 針谷 輝 東京外語大 大淵 悠生

千葉大医 藤井 沙帆 東京外語大 武田 大輝

千葉大医 花塚 拓也 東京外語大 大淵 絵実結

千葉商大 秡川 瑠夏 東京外語大 下出 采果

津田塾大 亀井 綾乃 東京海洋大 末野 乃利雅

津田塾大 折居 咲果 東京海洋大 碧川 裕子

津田塾大 鈴木 奏絵 東京海洋大 塙 大和

津田塾大 伊藤 舞 東京海洋大 福田 晴花

津田塾大 雨宮 千晃 東京海洋大 八鍬 朋美

津田塾大 村松 歩乃佳 東京海洋大 田中 りか子

津田塾大 藤井 沙紀 東京海洋大 小泉 幸穂

氏名学校名 学校名氏名
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東京海洋大 佐藤 鷹生 東京女子医科大 大岩 望実

東京海洋大 井戸 将輝 東京女子医科大 入江 美波

東京海洋大 畑中 彩 東京女子医科大 富島 有希

東京経済大 木下 隆博 東京女子医科大 田宮 琴仁

東工大 安住 龍 東京女子医科大 大井 薫子

東工大 伊藤 恵 東京女子医科大 田中 千智

東工大 松田 和大 東京女子医科大 阿部 沙蘭

東工大 渡辺 あかり 東京都市大 小林 美穂

東工大 奈良 永理子 東京都市大 小泉 佑介

東工大 近藤 克 東京都市大 川上 美鈴

東工大 小林 怜央 東京都市大 齋藤 達也

東工大 巽 由奈 東京農大 林 胡琳

東工大 竹内 瑞希 東京農工大 小堀 航平

東工大 洪本 健太 東京農工大 稲村 文行

東工大 坂主 大樹 東京農工大 巴 瞭斗

東工大 土橋 大介 東京農工大 川真田 亮

東工大 福原 拓未 東京農工大 松本 涼太

東京歯科大 鈴木 啓人 東京薬科大 倉持 美穂里

東京歯科大 新井 琴子 東京薬科大 石塚 和子

東京歯科大 浅原 里沙 東京薬科大 大野 栞

東京歯科大 関谷 凌 東京薬科大 和田山 美遥

東京歯科大 松本 祥知 東京理科大 青野 健斗

東京歯科大 北垣 有季子 東京理科大 巻田 留菜

東京歯科大 加藤 彩音 東京理科大 植木 里奈

東京歯科大 鎌田 百合香 東京理科大 山下 徹

東京歯科大 三木 菜々子 東京理科大 谷越 陽

東京歯科大 片山 梨紗 東京理科大 角田 日香里

東京慈恵医大 石田 理紗 東邦大 松村 竜駿

東京慈恵医大 堀越 理弘 東邦大 遠藤 航

東京慈恵医大 前田 尚輝 東邦大 加藤 麦倫

東京慈恵医大 大川 貴寛 東邦大 小野寺 麻里

東京慈恵医大 細原 柊香 東邦大 渡邉 拓巳

東京慈恵医大 福島 咲穂 東邦大 五十嵐 公彦

東京慈恵医大 髙田 菜摘 東洋大 坂井 駿介

東京慈恵医大 大石 美樹 獨協大 河野 彩花

東京慈恵医大 下山 紗矢子 獨協大 細井 夏菜子

東京慈恵医大 福島 爽太郎 獨協大 野口 茜

東京慈恵医大 片岡 賢佑 二松学舎大 金本 奈々

東京慈恵医大 関根 史織 二松学舎大 大澤 美華

東京慈恵医大 吉澤 優人

氏名学校名学校名 氏名
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日大 柳田 恵利花 武蔵野大 渡部 七海

日本医科大 礒谷 祥太 武蔵野大 矢作 実里

日本医科大 岡部 裕基 武蔵野大 佐藤 直樹

日大工科 二瓶 琉 武蔵野大 藤井 涼

日大工科 戸澤 正法 武蔵野大 松本 光基

日女体大 磯﨑 萌里 武蔵野大 濱村 慧飛

一橋大 山本 美奈 武蔵野美大 村上 草太

一橋大 小林 真優 明海大 半田 修一

一橋大 鶴田 順子 明海大 中村 和華

一橋大 隅木 瞳 明海大 岩淵 紀乃

一橋大 鈴木 純奈 明海大 橋本 里歩

一橋大 李 怡然 明治学院大 御法川 琴水

一橋大 吉田 杏子 明治学院大 和田 早詠

一橋大 肥後 由希子 明治学院大 熱海 花帆

一橋大 藤岡 詩音 明治学院大 清水 杏彩実

一橋大 田中 裕也 明治学院大 武藤 壮士

一橋大 山本 小百合 明治学院大 鈴木 菜々子

一橋大 濱木 七彩 明治学院大 西村 蘭

一橋大 福田 智美 明治学院大 井上 詩月

一橋大 伊東 茉利子 明治学院大 渡邉 晴也

一橋大 羽場 育歩 明治学院大 石井 湖奈

文教大 功刀 真奈 明治学院大 蜂谷 恭子

防衛医大 清水 里桜 明治学院大 松下 眞也

防衛医大 山野 楓 横浜市大 渋江 香子

防衛医大 龍　　 秀彰 横浜市大 岡田 優

防衛医大 横浜市大 堀内 岳樹

防衛医大 松本 真奈 立教大 児玉 美月

防衛医大 津田 望 立教大 井原 崇喜

防衛医大 河江 慶一郎 立教大 横山 祐奈

防衛医大 近藤 愛里 立正大 荒井　 奏人

星薬科大 塩原 匡人 立正大 髙橋 尚史

星薬科大 内山 恵 立正大 稲葉 智咲

星薬科大 細屋 泉 立正大 岡 采織

星薬科大 菅間 望 立正大 村主 悠馬

星薬科大 前 祐利奈 立正大 小林 拓実

星薬科大 伊藤 航哉 立正大 日高 光成

星薬科大 林 真太郎 早稲田大 武藤 香帆

星薬科大 中里 優太 早稲田大 森田 梨穂子

武蔵野大 川村 実由 早稲田大 周 儀威

武蔵野大 菅家 央帆 早稲田大 中村 海里

学校名 氏名
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埼玉医科大 鈴木 真紀

芝浦工大 小池 春香

青山学院大 森 美姫 芝浦工大 小沢 公基

青山学院大理工 栗西 晴香 芝浦工大 内海 速水

青山学院大理工 中村 友香 芝浦工大 石田 将吾

青山学院大理工 三角 悠太郎 芝浦工大 照井 龍晟

青山学院大理工 渡部 早紀 芝浦工大 竹内 風太

青山学院大理工 山﨑 陽斗 芝浦工大 市川 航太郎

青山学院大理工 日野 彩織 芝浦工大 濵田 彩歌

麻布大 大川 栞 芝浦工大 上村 巧大

麻布大 野澤 侑里菜 芝浦工大 近藤 真弓子

麻布大 松田 拓馬 芝浦工大 村中 優里子

お茶の水女大 須賀 菜々子 首都大学東京 西山 侑太

お茶の水女大 多田 優月 首都大学東京 堀江 史郎

お茶の水女大 佐藤 優衣 首都大学東京 友草 由麻

お茶の水女大 濱部 眞帆 首都大学東京 小澤 泰河

お茶の水女大 田原 未雪 首都大学東京 望月 香奈

お茶の水女大 遠藤 真由佳 首都大学東京 矢野 翔

お茶の水女大 石村 美帆 首都大学東京 浜住 匡

お茶の水女大 小川 諒子 首都大学東京 冨田 桃香

神奈川歯科大 小島 寛人 城西大 関根 剣斗

神奈川歯科大 龍崎 直人 上智大学 松田 悠衣

神田外大 白石 春奈 上智大学 坂井 玲司郎

神田外大 篠 寿慶 上智大学 日野 恭史朗

慶応体育会 渡辺 翠 上智大学 高橋 佳佑

慶応体育会 菊池 早貴 上智大学 岸 航平

工学院大 山本 隼平 上智大学 田中 彩季

工学院大 加藤 共生 上智大学 カンバッタ ユライヤ

工学院大 美才治 春香 上智大学 中川 万綾

國學院大 塚本 麗 昭和大 佐々木 洋亮

國學院大同好 松本 梨奈 昭和大 藤田 陽平

国際武大 上枝 拓久 昭和大 関 素子

駒澤大同好会 縄田 麻友 昭和大 吉田 莉佳子

埼玉大 吉田 七海 昭和大 小林 暁子

埼玉大 西本 光佑 昭和薬科大 平井 聡志

埼玉医科大 佐藤 泉 昭和薬科大 菊地 慶洋

埼玉医科大 佐藤 みのり 昭和薬科大 河野 桂一郎

埼玉医科大 印牧 卓哉 女子栄養大 小柳 美歩

埼玉医科大 坂口 拓海 女子栄養大 安本 明日香

埼玉医科大 太田 香保 成蹊大 冨澤 若菜

学校名 氏名学校名 氏名

　　弐段の部　合格者　184名

（平成29年11月19日付）
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成蹊大 竹内 佑佳 東京経済大 渡辺 遥

成蹊大 中野 加英 東京経済大 長谷川 愛花

成蹊大 深川 まりも 東京経済大 神山 尚輝

成蹊大 篠﨑 由紀 東工大 櫻井 陸斗

成蹊大 伊勢澤 明日香 東工大 掛水 健司

専修大学 進 健太郎 東京歯科大 丸島 佐和子

専修大学 佐藤 有夏 東京歯科大 田中 智人

専修大学 野口 諒太 東京歯科大 西村 百合絵

専修大学 武田 匠平 東京歯科大 丹羽 千紘

専修大学 廣橋 主馬 東京歯科大 西原 理恵

創価大 岡本 祐樹 東京慈恵医大 中川 直哉

創価大 塚本 巧 東京都市大 吉田 太郎

創価大 金子 愛実 東京都市大 松藤 遥香

創価大 長谷川 由貴 東京都市大 達橋 祐太

高千穂大 臼田 理加 東京農大 西沢 木綿

玉川大 多門 麻裕 東京農大 瀧 真弓

玉川大 藤浪 紗菜 東京農大 原 渓

玉川大 水越 脩太 東京薬科大 永井 柚帆

千葉大医 森田 悠太郎 東京薬科大 内藤 有沙

筑波医学 木塚 真梨子 東京薬科大 高橋 もも

鶴見大 加藤 良隆 東京理科大 倉坂 知夏

帝京大 藤沼 あかね 東京理科大 堀田 滋

電気通信大 山岡 詩菜 東京理科大 藤平 大輝

東京大 石原 駿弥 東京理科大 小野 富貴

東京大 山本 智貴 東京理科大 神渡 真由子

東京大 仁ノ平 直樹 東邦大 平戸 杏佳

東京大 小林 風太 東邦大医学部 穂積　 正迪

東京医科歯科 内村 良平 東洋大 廣 絵梨花

東京医科歯科 奥村 学 東洋大川越 飯村 たまき

東京医科歯科 田村 文乃 東洋大川越 森田 真由

東京医科歯科 橋渡 智也 東洋大川越 角田 祐一

東京外語大 高木 真由 東洋大川越 木内 諒

東京外語大 篠田 祐樹 日本医科大 深谷 京香

東京海洋大 池浦 あいり 日本医科大 津浦 海里

東京海洋大 鴻巣 真央 日大工科 工藤 光平

東京学芸大 越部 梓 日本工業大 大平 拓海

東京学芸大 大内 律子 日本女子大 松野 真子

東京学芸大 今田 翔太郎 日本女子大 小池 菜々美

東京学芸大 竹村 知紗 日本女子大 大平 千瑛

東京学芸大 岡部 晃 日女体大 石塚 梨紗子

学校名 氏名学校名 氏名
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一橋大 佐々木 麻衣

一橋大 木村 澄人

一橋大 喜古 真好 青山学院大 遠藤 友生

一橋大 岩本 萌 青山学院大 水ノ江 遥佳

一橋大 中澤 冬子 青山学院大 辰巳 悠輝

防衛医大 山﨑 千広 お茶の水女大 大西 舞子

星薬科大 園田 晃大 学習院大 濱田 龍平

星薬科大 竹内 眞緒 学習院大 箕輪 愛佳

星薬科大 渡邉 みか 学習院大 笠島 瑞基

武蔵野大 髙橋 千恵 慶応体育会 岡本 茉莉子

武蔵野大 田寺 凌太 慶應同好会 風見 萌

武蔵野美大 村井 秀 工学院大 清水 聡志

明治大学 伊豫田 夏子 國學院大 島﨑 莉子

横浜市大 梅川 夏歩 國學院大 須永 樹

立教大 矢島 みさと 國學院大 金子　 景太

立教大 岡本 佳那 國學院大 若林 里歩

立教大 渡辺 敬太 國學院大 野原 万有

立正大 田代 愛加里 國學院大 吉川 功一

立正大 山本 琴音 國學院大 久保田 凌雅

立正大 佐藤 諒 国際武大 塩澤 大洋

立正大 河野 妃那 埼玉大 剱物 真成

早稲田大 大滝 瑠奈 埼玉大 中山 航輝

早稲田大 原田 康太郎 埼玉大 佐藤 瑞歩

早稲田大 細井 愛理 埼玉大 相内 宏樹

早稲田大 阿部 悠理 芝浦工大 関根 帆南

早稲田大 中谷 透 芝浦工大 石井 隆裕

芝浦工大 清水 俊希

首都大学東京 入道 恭平

城西大 新井 将毅

城西大 髙塚 凪彩

上智大学 秋庭 瑠璃

駿河台大 長田 恵美里

成蹊大 田島 瞳

専修大学 鈴木 琴乃

専修大学 長谷 尚紀

専修大学 吉村 はるな

専修大学 佐藤 大地

創価大 宮野入 桜花

創価大 伊邊 智晴

大正大 関 凱仁

　　参段の部　合格者　84名

（平成29年11月17日付）

学校名 氏名氏名学校名
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高千穂大 片岡 直之 横浜市大 内藤 圭祐

高千穂大 抜井 彩 立教大 鈴木 潮音

玉川大 溝端 いずみ 立教大 田原 聞

玉川大 栗林 果穂 立教大 田沼 七海

玉川大 野坂 竜矢 立正大 福島 渉

玉川大 清水 亜佑子 早稲田大 大貫 真央

千葉大医 難波 恵

千葉大医 永井 智美

千葉工大 小野 薫 青山学院大 武藤 竜士

千葉商大 上久保 尚記 麻布大 宍戸 初音

東京大 深田 航輝 駒沢大 山田 侑弥

東京大 木下 誠秀 城西大 狸塚 義弘

東京外語大 岸 菜奈子 上智大学 谷口 輝祥

東京経済大 秋山 直輝 昭和大 小田倉 航太朗

東工大 加納 響 昭和大 髙井 爽可

東京農大 梶野 遼太郎 昭和大 原 隆蔵

東京農大 山田 智樹 専修大学 植田 浩崇

東京農大 伊藤 浩平 千葉大 石川 朔郎

東京農大 佐藤 功基 千葉商大 中台 拓磨

東京理科大 宇佐見 詩月 筑波医学 小泉 奈央

東京理科大 金子 仁 東京海洋大 須藤 遼

東京理科大 酒井 拓弥 東京学芸大 関根 大器

東京理科大 太田 智成 東京経済大 大久保 光一郎

東邦大医学部 服部 浩実 東工大 山田 耕生

東洋大 関 双葉 東京農大 小山 静奈

東洋大 柳 遥乃 東京理科大 麻生 早希

東洋大 橋本 侑奈 東京理科大 仲谷 滉祐

二松学舎大 菅野 優作 東洋大 平山 歩実

二松学舎大 田代 寛 東洋大 浅見 清親

日本工業大 井口 隆太郎 獨協大 藤井 倭

日女体大 只野 七海 日女体大 新津　 紫穏

文教大 杉山 遥花 日大工科 大野 雄飛

武蔵大 外村 佳菜 明治学院大 山本 航也

武蔵野大 坂田 拓海 横浜国大 遠山 夏子

明治学院大 小杉 智子 立教大 丸山 真穂

明治学院大 矢部 五隆 立教大 三浦 智貴

横浜市大 石栗 まな 早稲田大 野見山 千尋

横浜市大 菅野 明日人

横浜市大 松本 夏樹

横浜市大 前川 貴洋

　　   五段の部　合格者　なし

（平成29年11月19日付）

　　四段の部　合格者　29名

学校名 氏名学校名 氏名
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平成２９年１１月２４日  

 

関係各位  

 

公益財団法人全日本弓道連盟  

（公印省略）  

 

 

【東京】特別学生臨時中央審査会＜１１月＞合格者の登録について 

 

下記により合格者の登録手続きを行ってください。その際、認許証を交付いたします。  

 

 

記  

 

登録日時：平成２９年１２月２０日（水）１０時～１６時  ※１２時～１３時除く  

場   所：岸記念体育会館５階「５０４会議室」（下記参照）  

注意事項：各大学で登録料を取り纏めてください。  

学校名・お名前の間違い等がある場合は、１２月１日 (金 )迄に下記宛まで  

ご連絡をお願いいたします。  

 

登録会場のご案内  

登録会場は日本体育協会所在の５階建てビルの５階となります  

※エレベーターを５階で降り左手奥  

 

 

                公益財団法人全日本弓道連盟  

事務局担当：清水  

                      E - m a i l： kanri3@kyudo.jp         

電 話 番 号：０３－３４８１－２３８７  

 

 



 

登録手続きの際、本用紙に必要事項をご記入の上、登録料と併せてご持参ください  

登録日時：平成２９年１２月２０日（水） 

１０：００～１６：００ 

平成２９年   月   日  

 

公益財団法人全日本弓道連盟  御中  

 

                学  校  名：  

                                     

 

                記載責任者：  

                                     

 

                記載者住所：〒     －  

 

                                           

                      （携帯電話：    －     －    ） 

 

 

 

 

 

【東京】特別学生臨時中央審査会＜１１月＞合格者の登録について 

 

 

 全弓連発第 29－103 号にて通知のありました標記審査会結果に基づき、下記のとおり段位

登録料を納金し、合格者の登録手続をいたします。  

 

記  

 

種別  合格者数  登録料  登録料小計  備考  

初段  
名  

× ＠  3,100 円  
円  

 

弐段  
名  

× ＠  4,100 円  
円  

 

参段  
名  

× ＠  5,100 円  
円  

 

四段  
名  

× ＠  6,200 円  
円  

 

合計  
名  

―  
円  

 

 



 

 

【東京】特別学生臨時中央審査会＜１１月＞合格者の登録について（補足） 

 

 

●登録日時に来局出来ない場合の対応について  

 

大学の講義等、真にやむを得ない事情で登録日時の来局が出来ない場合には下記の  

とおり対応いたします。可能な限り部内で調整し、登録日にお願いいたします。  

 

記  

 

１．別日・別会場での受付（要事前連絡） 

 

１２月１６日（土）１０時～１５時 全日本弓道連盟中央道場（明治神宮武道場至誠館第二弓道場） 

１２月１７日（日）１０時～１５時 全日本弓道連盟中央道場（明治神宮武道場至誠館第二弓道場） 

 

メールにて①大学名・②来場者名・③当日連絡先・④受付希望日時を下記アドレスへ１２月１２日（火）

までにご連絡ください。準備の都合上、事前に連絡の無い大学の受付は行いません。 

 

連絡先メールアドレス   kanri3@kyudo.jp 

 

 

 

２．現金書留での受付  

 

全員分の登録料ならびに登録用添付書類（合格者一覧等）を１２月１２日（火）までに 

日本郵便の現金書留にて下記本連盟事務局へお送りください。 

 

   150-8050 東京都渋谷区神南 1 丁目 1 番１号岸記念体育会館内  

      公益財団法人全日本弓道連盟  学生審査登録係  

   

  ※添書書類記載の住所へ後日認許証を送付します。帰省等で受け取れないことが  

   ないように、受け取れる方の住所をお願いします。  

 

以上  

 

mailto:kanri3@kyudo.jp

