
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 岩手 村川 春圭 31 秋田 皆川 養悦 1 福島 髙橋 正剛

2 福島 佐藤 伸枝 32 福島 佐藤 和弘 2 福島 蕪木 昌宏

3 福島 増子 清子 33 宮城 佐藤 明 3 福島 三寄 悦子

4 青森 伊藤 信博 立順 所属地連 受付時間 4 秋田 加賀谷 良律

5 福島 牛来 幸一 5 青森 笹本 幸司

6 岩手 畠山 美子 34 山形 石川 崇久 12:50～ 13:00 6 山形 太田 ゆみ

7 青森 髙橋 雄二 7 福島 中村 博

8 岩手 三角 勇人 8 福島 安藤 久美子

9 宮城 高橋 純子 9 岩手 照井 雅巳

10 福島 小谷 淳子 10 秋田 伊藤 泉

11 福島 姜 鍾旭 11 青森 赤牛 文雄

12 福島 吉野 とみ江 12 宮城 真壁 由美

13 岩手 福原 潮 13 岩手 伊藤 博之

14 岩手 大向 直幸 14 福島 竹原 由美子

15 宮城 田邊 聡 15 青森 小滝 純

16 宮城 千葉 誠一 16 福島 元木 寛治

17 福島 森 幸子 17 青森 大久保 正則

18 山形 鈴木 喜己 18 青森 片山 泰実

19 福島 鴫原 康浩 19 福島 木下 久美

20 青森 林 春光 20 秋田 伊藤 鉄哉

21 宮城 半澤 完二 21 宮城 杉崎 マシ

22 青森 出口 利昭 22 岩手 小林 健蔵

23 宮城 森 英吾 23 宮城 渡辺 博保

24 青森 小泉 信雄 24 福島 石原 孝夫

25 秋田 永澤 明久 25 岩手 石川 正人

26 宮城 鈴木 章 26 宮城 沼倉 顕一

27 岩手 千葉 堅一 27 山形 中村 孝一

28 宮城 上柿 春美 28 青森 髙山 昭子

29 山形 永井 茂子 29 青森 田村 幸夫

30 山形 石山 嘉弘

施行日：９月２５日（土）令和３年度【東北地区】特別臨時中央審査会　教士・七段　受審者受付時間

14:00～
14:10

13:40～
13:50

13:30～
13:40

11:20～
11:30

11:30～
11:40

第一次審査通過者

12:00～
12:10

※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

会場：宮城県弓道場

13:50～
14:00

七段の部

※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。

氏名 氏名氏名

11:00～
11:10

11:10～
11:20

14:10～
14:20

14:20～
14:30

教士の部

11:40～
11:50

11:50～
12:00

氏名


