
立順 所属地連 入館時間 会場退出時間 立順 所属地連 入館時間 会場退出時間 立順 所属地連 入館時間 会場退出時間

1 福岡 岡村 恵美 36 熊本 吉川 晴記 71 鹿児島 牧山 哲哉

2 大分 杉永 基勝 37 福岡 豊田 文明 72 鹿児島 東 孝子

3 福岡 土屋 真由美 38 熊本 太田 清春 73 福岡 石和 さつき

4 熊本 川口 すみ子 39 福岡 養父 正利 74 福岡 佐野 陽子

5 佐賀 中村 典義 40 鹿児島 山下 主税 75 福岡 品川 和子

6 福岡 原田 幹雄 41 熊本 安村 身千代 76 福岡 宮本 澄子

7 熊本 樺島 泰彦 42 福岡 酒井 加世子 77 佐賀 花田 勇一

8 熊本 藤永 哲郎 43 福岡 坂本 奈美穂 78 宮崎 瀬之口 純一

9 福岡 山下 ヒデ子 44 熊本 橋本 和香美 79 鹿児島 谷川 万由美

10 福岡 深見 恭行 45 福岡 坂田 直美 80 福岡 岡 隆広

11 福岡 緒方 明美 46 鹿児島 峯﨑 幸清 81 熊本 俣島 努

12 福岡 日隈 恵子 47 福岡 吉田 啓子 82 鹿児島 木ノ下 直人

13 福岡 牛之濵 富充 48 福岡 森山 浩 83 長崎 中村 勝廣

14 熊本 奥田 芳之 49 鹿児島 瀨崎 広文 84 福岡 酒井 明

15 福岡 日隈 功二 50 大分 加藤 明美 85 鹿児島 永園 知子

16 福岡 内木場 茂 51 福岡 畠中 光幸 86 鹿児島 入木田 晶

17 熊本 倉田 淳 52 福岡 西村 和高 87 宮崎 林 寿太郎

18 熊本 奥田 祥子 53 鹿児島 宮原 亮二 88 鹿児島 深見 和喜

19 熊本 松嶋 宏平 54 福岡 筒井 道夫 89 福岡 福地 しづか

20 福岡 庵原 徳郎 55 熊本 山本 高司 90 福岡 越智 裕兒

21 福岡 毛利 幸男 56 熊本 作田 澄子 91 福岡 中川 敏則

22 熊本 中島 正明 57 福岡 熊澤 威 92 福岡 中川 久美子

23 熊本 丸尾 久代 58 佐賀 通山 富雄 93 大分 田中 一隆

24 宮崎 髙塚 究 59 佐賀 井﨑 裕文 94 福岡 平川 泰博

25 福岡 山本 由美子 60 福岡 井上 由綺代 95 大分 髙波 辰好

26 熊本 中野 光昭 61 鹿児島 川井田 一郎 96 福岡 青木 昭子

27 大分 田中 優子 62 熊本 西田 昌博 97 福岡 岡田 哲男

28 宮崎 内山 浩子 63 佐賀 江口 浩正 98 佐賀 江口 洋一

29 鹿児島 崎山 邦彦 64 鹿児島 仮屋崎 修 99 福岡 野代 悦生

30 鹿児島 橋口 聡子 65 福岡 頼金 和文 立順 所属地連 入館時間 会場退出時間

31 福岡 森下 啓太郎 66 福岡 中村 黎子

32 熊本 迫 憲二 67 熊本 槻木 裕之 100 宮崎 野中 啓史

33 熊本 石井 佐和子 68 福岡 土生 枝子 101 福岡 久保 雅則

34 福岡 梅田 明宏 69 長崎 池田 和明 102 鹿児島 川原 亮一

35 熊本 井上 龍士 70 鹿児島 茅原 政光 103 鹿児島 谷山 幸司
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会場：東平尾公園博多の森弓道場

令和３年度【九州第１地区】特別臨時中央審査会　教士　受審者入館・退出時間 施行日：４月１７日（土）
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