
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 福島 新田 真菜 31 福島 平子 光雄 61 秋田 高桑 尚子

2 宮城 伏見 佳奈子 32 福島 齋藤 洋子 62 宮城 清野 道子

3 福島 鈴木 律子 33 福島 山田 都子 63 岩手 佐々木 良子

4 青森 馬場 秋雄 34 青森 高橋 庸子 64 秋田 伊藤 由佳子

5 福島 佐々木 真裕美 35 福島 浦山 八重子 65 福島 橘 比呂子

6 秋田 高橋 幸代 36 山形 菅原 和男 66 秋田 土橋 文平

7 宮城 先﨑 紀子 37 福島 松岡 育 立順 所属地連 受付時間

8 青森 助川 幸子 38 福島 岡田 憲二

9 青森 鴨澤 友子 39 宮城 伊藤 優子 67 岩手 千田 晃

10 宮城 平 あつ子 40 宮城 佐藤 修 68 宮城 笹原 健

11 宮城 沼田 玲子 41 福島 横山 隆俊

12 秋田 藤原 渉 42 宮城 畠山 桂子

13 福島 菅野 恒光 43 山形 折原 武

14 福島 藤田 清 44 宮城 松森 昭子

15 福島 遠藤 弘美 45 福島 吉田 恵子

16 宮城 丹野 由美 46 宮城 古山 少吉郎

17 宮城 梶川 麻樹 47 山形 加藤 顕

18 岩手 佐々木 晃 48 青森 福島 明子

19 宮城 浦瀬 茂 49 岩手 森田 恵仁

20 秋田 佐々木 秀夫 50 秋田 岡本 ケイ子

21 福島 須藤 千尋 51 福島 野邊 良太

22 福島 永山 幸子 52 岩手 岩渕 乃江

23 宮城 馬場 稔 53 秋田 神原 茂夫

24 宮城 吉田 礼奈 54 宮城 永渕 丹

25 宮城 西城 亜矢 55 宮城 細山 眞貴

26 宮城 後藤 てる子 56 宮城 黒田 洋人

27 秋田 佐藤 千代 57 福島 塙 由美子

28 福島 草刈 一志 58 宮城 廣野 洋子

29 山形 阿部 文男 59 福島 寺門 廣之

30 青森 佐藤 直武 60 宮城 山田 高子

施行日：９月２６日（日）令和３年度【東北地区】特別臨時中央審査会　錬士　受審者受付時間

12:10～
12:20

12:20～
12:30

氏名

会場：宮城県弓道場

12:00～
12:10

13:10～
13:20

13:20～
13:30

13:00～
13:10

※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

11:40～
11:50

11:50～
12:00

12:40～
12:50

12:50～
13:00

氏名

第一次審査通過者

13:40～
13:50

錬士の部

※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

13:30～
13:40

12:30～
12:40

14:20～
14:30


