
立順 所属地連 入館・受付 立順 所属地連 入館時間 立順 所属地連 入館時間

1 栃木 青木 宏統 31 埼玉 浜崎 千秋 61 栃木 分須 幹仁

2 埼玉 藤井 澄恵 32 埼玉 小澤 伸江 62 茨城 渋谷 輝男

3 埼玉 井上 美根子 33 埼玉 井上 まり子 63 茨城 矢野 大輔

4 埼玉 青木 豊 34 埼玉 荒井 勝明 64 栃木 茂木 澄子

5 群馬 渡部 安希子 35 茨城 古田土 百合子 65 埼玉 井田 浩美

6 茨城 荒木 広大 36 埼玉 堂領 美香 66 茨城 柴山 純子

7 埼玉 衛藤 由美子 37 埼玉 風間 健次 67 栃木 小磯 惠美子

8 茨城 野口 朋之 38 埼玉 新井 満 68 埼玉 江花 圭子

9 栃木 春日 鈴子 39 埼玉 黒沢 誠 69 埼玉 野崎 秀子

10 埼玉 吉越 眞之 40 群馬 石田 悟 70 埼玉 原田 里美

11 茨城 新川 広毅 41 埼玉 野瀬 武博 71 埼玉 福島 佳子

12 群馬 植原 忠勝 42 埼玉 大貫 友絵 72 埼玉 星野 里美

13 埼玉 青木 麻里奈 43 埼玉 石田 德光 73 茨城 菊地 俊和

14 茨城 山口 純 44 埼玉 山口 友吉 74 埼玉 生方 美代

15 埼玉 田中 修 45 群馬 堀井 孝之 75 埼玉 石川 宏

16 栃木 小矢島 貴皓 46 埼玉 駒野 豊 76 埼玉 仲田 孝雄

17 埼玉 吉田 和美 47 埼玉 郡司 勉 77 埼玉 亀井 妙子

18 埼玉 富永 剛志 48 栃木 新井 貴子 78 埼玉 目黒 千恵子

19 埼玉 鈴木 愼一 49 栃木 坂本 愛子 79 茨城 塩屋 陽一

20 茨城 新川 喜美子 50 埼玉 宮本 はる代 80 埼玉 杉山 浩子

21 茨城 尾吹 将大 51 栃木 野村 知江子 81 埼玉 武田 克彦

22 茨城 門井 寿通 52 茨城 山崎 亜紀 82 埼玉 森 香月

23 茨城 岡田 敏樹 53 埼玉 矢部 慶 83 栃木 赤間 由美子

24 茨城 宇留野 純平 54 群馬 阿久澤 祐也 84 埼玉 土居 眞佐子

25 栃木 板井 恭江 55 埼玉 中村 光広 85 茨城 高松 清

26 埼玉 三池 和博 56 埼玉 伊藤 晶子 86 埼玉 大内 有紀江

27 埼玉 北村 邦男 57 群馬 星 和夫 87 埼玉 生見 和子

28 埼玉 松永 芳栄 58 埼玉 佐藤 恙子 88 埼玉 平林 安喜夫

29 栃木 朝倉 惠美子 59 埼玉 濱田 薫 89 茨城 櫻井 信一

30 埼玉 中島 幸子 60 埼玉 松本 瑞世 90 埼玉 大西 悦代
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※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入館・受付をすること。
　ただし、遅れてきた場合にも立に間に合うようであれば入館・受付を行う。

当日の合格発表は行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること
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会場：埼玉県立武道館弓道場

施行日：４月２５日（日）令和３年度【北関東第１地区】特別臨時中央審査会　六段　受審者入館・受付時間（１／２）



立順 所属地連 入館時間 立順 所属地連 入館時間

91 埼玉 町田 進 121 埼玉 渡部 隆幸

92 埼玉 大西 いづみ 122 群馬 岩野 かおり

93 埼玉 大塚 経子 123 埼玉 川口 光弘

94 埼玉 設楽 謙二 124 群馬 関口 福一郎

95 埼玉 村上 龍男 125 茨城 鈴木 隆之

96 埼玉 松田 寿子 126 茨城 沓掛 忠三

97 栃木 相場 克司 127 埼玉 保科 義憲

98 埼玉 西澤 裕樹 128 埼玉 原 昌彦

99 茨城 鈴木 裕美 129 茨城 新井 重夫

100 栃木 篠山 俊夫 130 茨城 廣木 栄則

101 栃木 紙本 栄 131 埼玉 杉田 文男

102 埼玉 小松 啓一

103 埼玉 松田 信一

104 埼玉 三浦 淑子

105 群馬 荻原 有二

106 栃木 大塚 久雄

107 埼玉 井上 薫

108 茨城 越川 春江

109 群馬 森 浩一

110 茨城 飯田 悦子

111 茨城 岩田 隆

112 群馬 渋沢 明

113 茨城 櫛田 浩平

114 埼玉 髙橋 俊江

115 栃木 阿久井 正夫

116 埼玉 曽根田 亜生

117 群馬 田中 純子

118 群馬 中村 敬一

119 埼玉 林 美重子

120 群馬 原田 孝夫
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※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入館・受付をすること。
　ただし、遅れてきた場合にも立に間に合うようであれば入館・受付を行う。

当日の合格発表は行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

会場：埼玉県立武道館弓道場

施行日：４月２５日（日）令和３年度【北関東第１地区】特別臨時中央審査会　六段　受審者入館時間（２／２）
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