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宮城 角張 邦博 埼玉 大熊 弘子 東京第一 中山 豊彦 東京第三 阿部 康子

茨城 廣瀬 仁美 埼玉 矢木 研三 東京第一 黒田 浩之 東京第三 内藤 文隆

茨城 沖田 紀子 埼玉 平山 陽子 東京第一 吉田 順子 東京第三 木全 功子

茨城 杉山 義光 埼玉 内山 俊夫 東京第一 柏木 健 東京第三 長瀬 万里

茨城 荒川 かつ子 埼玉 加藤 喜久夫 東京第一 矢越 信二 東京第三 井谷 義広

茨城 大貫 勇 埼玉 町田 昭代 東京第一 谷澤 洋 東京第三 北島 直美

茨城 鮎澤 壽太郎 埼玉 相羽 清子 東京第二 山田 昇 東京第三 柿﨑 博子

茨城 鈴木 恵美子 千葉 広瀬 眞弓 東京第二 松原 忠策 東京第三 西川 克己

茨城 飯田 直利 千葉 田中 功平 東京第二 岡田 茂 東京第三 坂場 美絵

茨城 中村 芳子 千葉 髙橋 脩 東京第二 岸川 成美 東京第三 平島 須磨子

栃木 春日 鈴子 千葉 金子 明美 東京第二 藤井 崇子 東京第三 浅賀 敏夫

栃木 石川 隆道 千葉 櫻井 孝 東京第二 野中 善裕 東京第三 宇野 敏男

栃木 青木 宏統 千葉 藤平 順子 東京第二 小泉 郁子 東京第三 奥島 さち子

群馬 田島 則雄 千葉 栁川 理英子 東京第二 森 祐輔 東京第三 根岸 創造

群馬 関口 孝治 千葉 髙野 克明 東京第二 鈴木 利夫 東京第三 原田 征洋

群馬 河田 茂康 千葉 北野 幸惠 東京第二 宮脇 ひろみ 東京第三 佐藤 昌二

群馬 原 順一 千葉 天野 啓子 東京第二 張間 瑠美子 東京第三 工藤 文

群馬 鈴木 千陽 千葉 中島 豊明 東京第二 木村 佐和恵 東京第三 荒井 弘美

埼玉 藤井 澄恵 千葉 伊藤 伸江 東京第二 杉田 和直 東京第三 住田 道子

埼玉 小川 妙子 千葉 小町 久美子 東京第二 白戸 文明 東京第三 大下 裕史

埼玉 五十川 実千恵 千葉 古谷 真紀 東京第二 福田 瑞枝 東京第三 古矢 明雄

埼玉 井上 美根子 千葉 松原 順子 東京第二 樋口 隆三 東京第三 花野井 春絵

埼玉 吉嶺 暢嗣 千葉 岸木 克征 東京第二 関根 由紀子 東京第三 曽根 修

埼玉 五十嵐 好夫 千葉 越川 千恵子 東京第二 小野 隆 神奈川 高 英昌

埼玉 吉越 眞之 千葉 廣瀬 昌代 東京第三 三宅 三枝 神奈川 田中 容子

埼玉 柿沼 紀子 千葉 山内 功 東京第三 早川 泰彦 神奈川 川﨑 雅子

埼玉 中村 忠夫 千葉 長谷部 篤史 東京第三 下山 正人 神奈川 村田 英治

埼玉 仲二見 ゆう子 千葉 山本 明夫 東京第三 佐々木 順子 神奈川 中澤 政雄

埼玉 片岡 文子 千葉 花田 勝義 東京第三 米花 一好 神奈川 小池 ゆり

埼玉 奥 加代子 千葉 篠原 季次 東京第三 山田 貞夫 神奈川 中村 美咲

埼玉 川合 儉司 千葉 鈴木 三雄 東京第三 橋本 修 神奈川 井手下 禮志

埼玉 岩﨑 和博 千葉 佐々木 昭二 東京第三 中山 洋子 神奈川 安達 まり子

埼玉 須賀 金藏 千葉 金子 敦子 東京第三 竪野 三秋 神奈川 八木 好江

埼玉 大澤 雄機男 千葉 廣澤 忠夫 東京第三 鈴木 忠昭 神奈川 塚田 英二

埼玉 渡部 伸二 東京第一 柳 利子 東京第三 倉澤 範江 神奈川 中出 博志

埼玉 衛藤 由美子 東京第一 木村 泉 東京第三 稲田 暢文 神奈川 金刺 澄代

埼玉 簡野 肇平 東京第一 能城 博 東京第三 兵頭 純子 神奈川 漆島 正人

埼玉 下川 明生 東京第一 福嶋 美由紀 東京第三 坂本 文子 神奈川 柏木 陽子

埼玉 堅木 由加 東京第一 栗原 秀次 東京第三 貝瀬 瑠璃子 神奈川 中村 秀子

埼玉 小出 和代 東京第一 加藤 くに子 東京第三 神尾 和弘 神奈川 川添 明

埼玉 野川 智子 東京第一 伊藤 道子 東京第三 山口 裕 神奈川 塚本 克昭

埼玉 森 芳史 東京第一 五十嵐 淑江 東京第三 阿佐部 祐美 神奈川 永山 督

埼玉 西嶌 紘一 東京第一 土屋 勝彦 東京第三 石 眞輔 神奈川 山田 信夫

埼玉 秋谷 正和 東京第一 鈴木 ひろみ 東京第三 瀧田 義成 神奈川 日光 龍子

埼玉 堂領 美香 東京第一 金子 美紀 東京第三 森山 紀久子 神奈川 内藤 陽子

令和元年度【関東地区】臨時中央審査会　錬士　９月１３日（金）　神奈川県立武道館弓道場　受審者一覧　１／２

氏名 氏名 氏名 氏名



所属地連 所属地連 所属地連

神奈川 唐木 恭子 神奈川 田所 伸子 静岡 勝又 登美子

神奈川 鎌田 恵美子 神奈川 石橋 勇人 静岡 塚本 修

神奈川 千喜良 美津子 神奈川 井上 寛治 静岡 長谷川 靖高

神奈川 服部 弥生 神奈川 相田 相子 静岡 瀧沢 雅仁

神奈川 永野 茂 神奈川 伊藤 洋子 静岡 鈴木 千穂

神奈川 井上 昌代 神奈川 諏合 千恵子 静岡 加藤 至都子

神奈川 汲田 修三 神奈川 稲場 昭子 静岡 鈴木 博治

神奈川 佐藤 克子 神奈川 飯塚 洋子 静岡 浅井 義人

神奈川 布井 みか 神奈川 藤森 有美子 静岡 髙杉 倉三

神奈川 伊藤 義晴 神奈川 梶野 晴子 静岡 明是 香苗

神奈川 中村 孝司 神奈川 佐藤 美左子 静岡 梅原 賢二

神奈川 石倉 豊 神奈川 小峯 栄一 静岡 髙橋 賢司

神奈川 奥野 和雄 神奈川 伊藤 暢英 静岡 石原 香代子

神奈川 安部 秀 神奈川 中原 義毅 愛知 竹内 嘉兵

神奈川 師 達己 神奈川 北島 清作 愛知 宮田 智司

神奈川 土岐 征彦 神奈川 小島 昌子 愛知 矢島 悟朗

神奈川 柳澤 伸二 神奈川 丸山 晃正 愛知 吉田 康将

神奈川 平田 敏枝 神奈川 清野 彬 岐阜 渡邊 裕子

神奈川 森田 早苗 神奈川 庭野 久美子 京都 花房 千織

神奈川 日比野 利昭 神奈川 笠原 しのぶ 京都 小田 千春

神奈川 須藤 憲一 神奈川 國定 守 大阪 平山 和子

神奈川 小澤 浩美 神奈川 林 健一 大阪 片木 恵美

神奈川 斉藤 千尋 山梨 根津 里美 奈良 野尻 賢司

神奈川 古賀 政子 山梨 雨宮 哲 福岡 井上 玲子

神奈川 緑川 信子 山梨 菊嶋 喜代子 福岡 赤穂 貴子

神奈川 加藤 雅一 山梨 宮地 威

神奈川 本荘 静 新潟 齋藤 幸生

神奈川 吉田 妙子 新潟 小山 絵理

神奈川 加藤 之裕 長野 松嶋 孝子

神奈川 田島 純子 長野 吉江 美佳

神奈川 三宅 聡美 静岡 竹内 小百合

神奈川 丹田 幸孝 静岡 梅原 みゆき

神奈川 萩原 幸江 静岡 山本 良子

神奈川 志村 一男 静岡 岩﨑 俊行

神奈川 小池 幸子 静岡 浅井 まゆみ

神奈川 長田 和子 静岡 増井 静子

神奈川 前嶋 ゆり子 静岡 赤堀 敏郎

神奈川 林 美智子 静岡 池谷 武晴

神奈川 鈴木 恭子 静岡 鈴木 和寿

神奈川 中村 紘也 静岡 渡辺 富枝

神奈川 小林 佳与子 静岡 瀧本 寿恵子

神奈川 平山 典夫 静岡 近藤 肇

神奈川 星 貴子 静岡 加藤 安男

神奈川 内田 悦子 静岡 松浦 宏

神奈川 梅澤 匡子 静岡 屋良 朝次
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秋田 伊藤 由佳子 埼玉 神田 泰明 埼玉 安部 撫智子 東京第一 長井 健

茨城 萩谷 明政 埼玉 中島 明美 埼玉（東松山） 中島 英一 東京第一 大北 五月

茨城 飯山 貴与子 埼玉 遠藤 則子 埼玉 後藤 武夫 東京第一 柳町 佳代

茨城 石川 直人 埼玉 星 修身 埼玉 小早川 美知恵 東京第一 増田 道明

茨城 新川 広毅 埼玉 小山 徹 埼玉 瀬戸 美代子 東京第一 中山 真由美

茨城 新川 喜美子 埼玉 木﨑 修 埼玉 新井 竹夫 東京第一 城倉 覚

茨城 國府田 貴久 埼玉 奥冨 季乃 埼玉 飯島 常敏 東京第一 横川 明子

茨城 小國 英智 埼玉 衣袋 秀男 埼玉 吉野 啓子 東京第一 石井 智子

茨城 上馬 英子 埼玉 横坂 辰雄 埼玉 寳田 初美 東京第一 安村 雅子

茨城 渋谷 輝男 埼玉 金庭 祐子 千葉 猿田 明 東京第一 田村 充

茨城 小林 文子 埼玉 林 健太郎 千葉 佐瀬 恵美 東京第一 小泉 敏一

茨城 市毛 克哉 埼玉 鈴木 麻里子 千葉 朝隈 兼宏 東京第一 水野 裕子

茨城 岩野 かおり 埼玉 嶋村 ふみ江 千葉 小林 智春 東京第一 高橋 健太

茨城 谷越 敏彦 埼玉 並木 幸子 千葉 滝口 裕子 東京第一 仲澤 慶太郎

茨城 河野 康子 埼玉 渡邉 英行 千葉 北村 圭 東京第一 安部 正啓

茨城 飯村 友三郎 埼玉 野村 愛子 千葉 橋本 啓子 東京第一 正林 千穂子

茨城 齊藤 尚武 埼玉 日野 秀二 千葉 手塚 千秋 東京第一 石川 麻子

茨城 宮田 はるみ 埼玉 秋元 弘美 千葉 冨樫 敏明 東京第一 奥野 浩次

茨城 谷山 豪祐 埼玉 橋本 和也 千葉 鈴木 美智代 東京第一 山室 昌江

茨城 石田 寛 埼玉 稲垣 賢治 千葉 大川 征人 東京第一 稲葉 明伸

栃木 羽田 聖子 埼玉 矢島 房子 千葉 森岡 伸光 東京第一 山口 昌浩

栃木 松本 幸子 埼玉 中島 規子 千葉 金田 久隆 東京第一 兵藤 久美子

栃木 隅内 俊光 埼玉 大賀 久史 千葉 江渡 正容 東京第一 齋藤 みさを

栃木 宮本 康平 埼玉 星野 琴枝 千葉 天ヶ谷 千恵子 東京第一 木島 弘樹

群馬 横堀 弥生 埼玉 小島 克之 千葉 押本 敬之 東京第一 白井 洋子

群馬 齋藤 利仁 埼玉 大橋 千尋 千葉 今井 香代子 東京第一 齋藤 伸一

群馬 小渕 弘之 埼玉（大宮） 中島 英一 千葉 三宅 良昌 東京第一 森田 和雄

群馬 天野 彰 埼玉 上野 昇 千葉 木村 悦子 東京第二 庭野 尚美

群馬 小谷野 平司 埼玉 鈴木 佳枝 千葉 小原 達也 東京第二 片山 多美子

群馬 藤田 隆子 埼玉 郷間 裕子 千葉 藤原 毅 東京第二 吉田 尚代

群馬 原澤 芳雄 埼玉（川口） 大野 宏之 千葉 鈴木 行夫 東京第二 木村 義男

群馬 池田 孝之 埼玉 吉田 恵子 千葉 木下 敏昭 東京第二 高田 弥生

群馬 久保 悦朗 埼玉 小林 ミワ 千葉 井出 浩太郎 東京第二 渡辺 絹子

埼玉 加藤 徹也 埼玉 松本 裕子 千葉 海田 悠作 東京第二 中村 肇

埼玉 中村 康代 埼玉 上原 正吉 千葉 植田 賢治 東京第二 竹村 博夫

埼玉 柏崎 信夫 埼玉 菊地 利夫 千葉 竜嶽 譲児 東京第二 石井 友子

埼玉 浅倉 修 埼玉 村木 真寿美 千葉 水江 節子 東京第二 秋葉 令子

埼玉 鈴木 健夫 埼玉（秩父第一） 大野 宏之 千葉 菅澤 繁樹 東京第二 木村 祐美子

埼玉 吉田 兵吾 埼玉 平川 みゆき 千葉 鈴木 康之 東京第二 酒井 俊秀

埼玉 大竹 洋子 埼玉 高橋 聡子 千葉 山鹿 和英 東京第二 針谷 修子

埼玉 村岡 昌美 埼玉 川久保 真弓 千葉 山鹿 由美子 東京第二 佐野 達郎

埼玉 武田 勝美 埼玉 樋渡 倫子 千葉 福場 明彦 東京第二 平川 憲司

埼玉 成田 洋子 埼玉 髙島 弓恵 千葉 田邉 美江 東京第三 畠山 苗子

埼玉 加藤 早苗 埼玉 岡田 好範 千葉 長 真砂子 東京第三 須藤 周

埼玉 中嶋 保子 埼玉 清水 浩 千葉 井上 満 東京第三 岸本 学
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東京第三 中村 真理子 東京第三 土方 常彦 神奈川 加藤 嘉孝 長野 小池 瑞穂

東京第三 松浦 弘子 東京第三 山田 佑紀子 神奈川 坂本 登美子 長野 水澤 千菊

東京第三 橋口 隆史 東京第三 及川 隆三 神奈川 宮下 克己 石川 園 悟志

東京第三 久保田 幸男 東京第三 神田 恵美子 神奈川 鈴木 健二 福井 増田 弘幸

東京第三 笠井 浩子 東京第三 小林 せき子 神奈川 児玉 望 福井 中出 由佳利

東京第三 生島 由紀子 東京第三 足立 成子 神奈川 大塚 政美 静岡 米川 雅子

東京第三 安藤 卓哉 東京第三 田中 良明 神奈川 小黒 祥子 静岡 宮原 由佳

東京第三 山本 茂代 神奈川 前之園 裕一 神奈川 佐藤 みゆき 静岡 柚木 康宏

東京第三 小柳 登史枝 神奈川 助川 節子 神奈川 髙栁 創 静岡 平田 富子

東京第三 三浦 圭亮 神奈川 黒川 眞行 神奈川 杉本 泉 静岡 大村 律子

東京第三 長澤 育子 神奈川 島田 和彌 神奈川 小野 政則 静岡 増田 章

東京第三 石井 正子 神奈川 高橋 智枝 神奈川 三宅 一弘 静岡 小沼 繁治

東京第三 吉田 幸平 神奈川 永久 美恵子 神奈川 榊 恵 静岡 森 華穂里

東京第三 渡辺 洋 神奈川 今泉 文雄 神奈川 豊丸 清志 静岡 奥山 孝二郎

東京第三 嶌田 正信 神奈川 芹澤 薫 神奈川 木村 博 静岡 西尾 ふみ子

東京第三 松下 重和 神奈川 坂本 晃子 神奈川 柏木 明子 静岡 石原 和美

東京第三 川路 弘 神奈川 藤林 丈司 神奈川 水戸井 郁子 静岡 鈴木 幸子

東京第三 山田 玲子 神奈川 古橋 五十枝 神奈川 佐々木 晴子 静岡 風間 淳

東京第三 大塚 悦生 神奈川 石川 昌彦 神奈川 佐藤 正弘 静岡 石原 弘之

東京第三 新田 邦子 神奈川 岡林 正夫 神奈川 石田 咲江 静岡 錦織 裕佳子

東京第三 杉本 征夫 神奈川 小山 友博 神奈川 田中 忠茂 静岡 高山 聖子

東京第三 大橋 佐和子 神奈川 木田 稔 神奈川 新村 弓子 静岡 竹雅 健介

東京第三 関野 克洋 神奈川 武 博一 神奈川 杉本 夏子 静岡 横野 岳友

東京第三 勝股 孝子 神奈川 齋藤 準 神奈川 巳城 健二 静岡 山本 ふさ江

東京第三 遠藤 智也 神奈川 内藤 美佐緒 神奈川 安田 布美子 静岡 江間 一昭

東京第三 松田 利之 神奈川 神野 明子 神奈川 護得久 英子 静岡 倉持 由美

東京第三 河合 智幸 神奈川 安田 年廣 神奈川 小西 登志子 静岡 倉持 喜美

東京第三 大窪 昇 神奈川 野口 佳江 神奈川 河辺 仁 静岡 大石 文子

東京第三 武田 美香 神奈川 木藤 晴彦 神奈川 土門 勝美 静岡 金指 晶子

東京第三 阿部 貴大 神奈川 大橋 俊春 神奈川 山口 浩二 静岡 市田 哉代

東京第三 藤澤 伸介 神奈川 渡辺 武子 神奈川 太田 直子 静岡 林 厚成

東京第三 金子 由里子 神奈川 山本 恵子 神奈川 馬場 英顯 静岡 佐々木 悦子

東京第三 渡辺 すみえ 神奈川 中戸川 啓二 神奈川 竹本 倫子 静岡 大庭 真紀

東京第三 榊田 智美 神奈川 大竹 美由紀 神奈川 平野 幸子 愛知 大塚 恵子

東京第三 三輪 敬子 神奈川 三浦 友紀子 神奈川 金森 眞智子 愛知 稲垣 奈里香

東京第三 小峰 佳奈子 神奈川 前村 恵子 神奈川 岩田 千代子 愛知 相武 恵美

東京第三 倉富 真理 神奈川 石澤 博子 神奈川 山中 カズエ 愛知 立石 夏紀

東京第三 大谷 佳代 神奈川 清水 諭 山梨 渡辺 裕介 愛知 村瀬 由美

東京第三 伊藤 滋基 神奈川 羽二生 喜美子 山梨 神田 英彦 愛知 向山 和宏

東京第三 中山 理恵 神奈川 中田 修 山梨 大和田 輝哉 愛知 安藤 純一

東京第三 河上 雄二 神奈川 三島 英一 山梨 曽根 敦子 愛知 佐々木 恭子

東京第三 松尾 芳子 神奈川 瀧本 宏之 山梨 久保寺 美恵子 愛知 片山 浩一

東京第三 藤本 智宏 神奈川 佐久間 勝 新潟 成田 ウメ子 愛知 渡邉 智恵子

東京第三 鎌谷 晴美 神奈川 佐藤 禎子 新潟 小林 正勝 愛知 石川 たき子

東京第三 野中 利昭 神奈川 鈴木 紀元 長野 荒井 美由紀 大阪 佐々木 友里栄
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兵庫 砂田 多恵

兵庫 金生 剛史

兵庫 福島 奈津子
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福島 石原 孝夫 山梨 西堀 泰弘

茨城 鳥居 士郎 山梨 標 衣枝

栃木 小松 敬 山梨 宮崎 克行

群馬 鬼塚 亨 静岡 佐藤 公一

埼玉 平野 博幸 静岡 小柳出 訓実

埼玉 髙橋 久雄 静岡 萩野 美由喜

埼玉 出下 晃一郎 静岡 望月 いづみ

埼玉 竹内 せき子 愛知 林 理恵

埼玉 古泉 利昭 愛知 竹内 香緒利

埼玉 小島 節子

千葉 浅野 登志夫

東京第一 成田 寿一

東京第一 小田切 昭

東京第一 谷本 公正

東京第一 石井 和夫

東京第二 宮川 睦子

東京第二 大東 謙

東京第二 春野 真奈美

東京第二 児矢野 美名子

東京第二 加藤 薫

東京第二 田中 喜代

東京第三 藤原 真

東京第三 井上 慶三

東京第三 鹿野 伸一

東京第三 三枝 義信

東京第三 藤村 文子

東京第三 小山 史高

東京第三 久住 昇

東京第三 坂口 孝二

東京第三 千葉 智胤

神奈川 山下 文江

神奈川 萬澤 ふくこ

神奈川 髙野 仲子

神奈川 小竹 晴美

神奈川 大場 孝連

神奈川 鈴木 二良

神奈川 香村 宣子

神奈川 倉本 佳文

神奈川 貝野 勇

神奈川 高見澤 八重子

神奈川 矢作 康弘

神奈川 齋藤 百枝

神奈川 高橋 信行

神奈川 中村 とき子

山梨 古屋 浩元
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群馬 名雪 篤一

群馬 城代 富美江

埼玉 大竹 淑夫

埼玉 三宅 酉作

埼玉 斎藤 和子

埼玉 島村 保男

千葉 堀部 雅志

東京第二 吹田 理栄

東京第二 中川 睦子

東京第二 畝本 孝志

東京第三 萬元 勇雄

東京第三 長谷川 佳子

東京第三 澤田 雅子

東京第三 杉 修

東京第三 天野 雅弘

東京第三 山の井 ゆりこ

東京第三 前野 征郎

神奈川 阪田 弘道

神奈川 石田 賀久

神奈川 田中 千穂

神奈川 古郡 健

神奈川 木倉 順子

神奈川 加藤 ちか子

神奈川 加藤 誠子

神奈川 安藤 知子

神奈川 北爪 啓介

神奈川 松澤 悦子

山梨 松田 恭昭

静岡 朝田 晋輔

愛知 播本 直美

熊本 高橋 平
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