
立順 所属団体 受付時間 立順 所属団体 受付時間 立順 所属団体 受付時間

1 横浜市大 濵屋 千紘 36 横浜市大 角坂 麻衣 71 上智大学 西田 里穂

2 青山学院大 高橋 芳規 37 学習院大 藤原 佑紀 72 法政大学 三橋　 結子

3 麻布大 今橋 愛果 38 上智大学 坂本 紫音 73 日大生物資源 田中 徹大

4 横浜市大 久保 萌々 39 日女体大 竹内 伽奈 74 青学大 富樫 友梨香

5 帝京大 木下　 友翔 40 日女体大 長谷川 里紗 75 埼玉大 藤田 将

6 國學院大 松尾 和磨 41 津田塾大 濱武 萌々子 76 早稲田大学本陣 金矢 幸大

7 工学院大 西守 映菜 42 防衛医大 金子 瑠菜 77 藤弓会 菊池 裕太郎

8 工学院大 覚田 真聖 43 桜美林大 井村 理佐 78 津田塾大 本田 もも香

9 上智大学 松澤 文音 44 千葉大 齋藤 拓海

10 帝京大 上見 結羽 45 國學院大 薗口 千夏

11 上智大学 梶原 凛 46 青学大 大川 ちとせ

12 上智大学 原田 真奈 47 帝京大 西村 里乃

13 帝京大 土屋 明日香 48 青学大 髙平 美宇

14 青学大 村田 英俊 49 千葉大 瀬野 禅太

15 上智大学 藤野 りさ 50 東京農工大 米田 彪馬

16 帝京大 柳 響介 51 一橋大 猪俣 竣介

17 早稲田大学本陣 辻 向日葵 52 慶應同好会 角間 夢人

18 上智大学 山口 惠太郎 53 桜美林大 菊池 臣悟

19 日女体大 島﨑 歩果 54 千葉大 小嶋 梨々愛

20 東工大 三ヶ木 宏樹 55 学習院大 小野 夏希

21 日女体大 青木 なずな 56 日女体大 小菅 彩

22 慶應同好会 佐々木 光 57 國學院大 今村 帆奈美

23 日女体大 新田 千草 58 青学大 石山 廉太郎

24 日大工科 小野 紘太朗 59 早稲田大学本陣 濵本 拓巳

25 上智大学 関根 英悟 60 上智大学 山中 秀哲

26 自治医科大学 上石 知温 61 日鉄 須田 遥香

27 自治医科大学 永井 航太 62 一橋大 柏木 祐喜

28 津田塾大 米森 文音 63 東工大 小原 裕貴

29 日鉄 八巻 天大 64 日鉄 北本 鈴花

30 一橋大 福島 梨乃 65 早稲田大学本陣 根本 穂乃佳

31 一橋大 宮本 紘亘 66 青山学院大 安藤 翼

32 武蔵野大 立石 佳蓮 67 早稲田大学本陣 穂坂 優

33 武蔵野大 山内 和磨 68 國學院大 大曽根 亜衣

34 日鉄 小田島 光雅 69 麻布大 秋山 瑞樹

35 上智大学 西野 結芽 70 駒沢大 宮下 穂香

参段の部

令和４年度【学生】特別臨時中央審査会（５月）　参段・四段・五段　受審者受付時間（１／２）

　　　　　　　　　 ※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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※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。
施行日：５月２２日（日）
会　場：全日本弓道連盟中央道場



立順 所属団体 受付時間 立順 所属団体 受付時間

1 横浜市大 石井 空雅 1 日大（医） 竹島 大翔

2 国際武大 瀬川 珠璃

3 国際武大 ラヒップ イヴェス

4 千葉商大 常澄 ひまり

5 学習院大 田野 智大

6 工学院大 亀岡 大翔

7 成城大 和田 直樹

8 成城大 狩野 直人

9 一橋大 深堀 つづみ

10 学習院大 楢崎 晃弘

11 学習院大 松枝 潤

12 帝京大 吉永 衣里

13 日大 平野 なな星

14 自治医科大学 竹内 佑太

15 自治医科大学 山本 優夏

16 昭和薬科大 横田 侑香

17 工学院大 舩橋 恵利菜

18 千葉工大 松本 武

令和４年度【学生】特別臨時中央審査会（５月）　参段・四段・五段　受審者受付時間（２／２）

※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。
施行日：５月２２日（日）
会　場：全日本弓道連盟中央道場

　　　　　　　　　 ※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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