
令和４年６月２０日 

 

関係各位 

 

公益財団法人全日本弓道連盟 

（公印省略） 

 

 

【学生】特別臨時中央審査会＜５月＞結果ならびに合格者の登録について 

 

 

さる、5月 22日東京都渋谷区ならびにビデオ審査（5 月 21日付）において施行されました標記の件、

別紙のとおりお知らせいたします。        

なお、登録諸手続きは、下記により各大学（団体）と本連盟が直接行い、システムへの登録処理も本

連盟にて行います。 

 

学生各位 

今回の合格者の登録は下記により手続きをお願いいたします。送金が確認でき次第、認許証を交付  

いたします。 

 

記 

 

送 金 額：登録料を確認の上、各大学（団体）で合格者全員分の登録料を取りまとめて振り込むこと。 

     手数料は各大学が負担すること。 

     ＜登録料＞ 

         初段 ３，１００円、弐段 ４，１００円、参段 ５,１００円、四段 ６，２００円 

 

振込期間：７月１日（金）まで 

     ※事情により遅れる場合は別途ご連絡ください。 

 

送金方法：郵便振替  口座番号 ００１４０－０－１１２２２５番 

                加入者名 公益財団法人全日本弓道連盟 

      

     各郵便局に備え付けの取扱票で必要な情報を記入して送信してください。※別紙 1参照 

      

電信振替（ゆうちょ口座間の送金）の場合は送金人の住所等を明らかにし、通信文に以下の    

内容をご連絡ください。 

1. 大学名 

2. 学生審査登録料●名分 

 

証書の配布：送金が確認でき次第、払込取扱票ならびに電信振替に記載の送金人あてに送付いたします。 

 

そ の 他：発表の氏名に誤字等がございましたら速やかにご連絡ください。 

以上 

               

                            公益財団法人全日本弓道連盟 

事務局担当：清水 

                             E - m a i l：kanri3@kyudo.jp         

電 話 番 号：０３－６４４７－２９８０ 



（別紙） 

郵便振替 記入方法 
 

下記黒字部分をご記入ください。 

 
 
※注意事項 

・ご依頼人の住所は証書の送付先になります。はっきりご記入ください。 

・ご連絡をさせていただく場合がありますので、電話番号（携帯電話）を必ずご記入ください。 

 

 



慶應義塾大学 﨑田 佳央

慶應義塾大学 上原 桐子

青山学院大学理工 佐々木 乃那 慶應義塾大学 黒野 翔子

青山学院大学理工 城田 有紀 慶應義塾大学医学部 長谷川 香乃

青山学院大学理工 加藤 篤朗 慶應義塾大学医学部 反町 憲人

大阪大学 盛 和花 慶應義塾大学医学部 竹内 雅春

大阪大学 阪口 敦 慶應義塾大学同好会 霞末 直人

大阪教育大学 中道 駿斗 慶應義塾大学同好会 稲生 晃大

大阪教育大学 北 さくら 慶應義塾大学同好会 金井 亮

大阪教育大学 田口 渚子 慶應義塾大学同好会 藤原 美由希

大阪教育大学 切坂 勝一郎 慶應義塾大学同好会 坂本 麻央

大阪教育大学 阪本 陽都 慶應義塾大学同好会 南 雄太

大阪教育大学 嶋田 裕佳子 慶應義塾大学同好会 伊藤 怜

大阪教育大学 佐伯 和佳 慶應義塾大学同好会 佐藤 心希

大阪公立大学杉本 中村 天徳 慶應義塾大学同好会 木脇 幹太

大阪公立大学杉本 小林 京五 慶應義塾大学同好会 古川 ひより

大阪公立大学杉本 池邉 理日登 慶應義塾大学同好会 豊田 麗

大阪公立大学杉本 田中 柚紀子 慶應義塾大学同好会 早川 太志郎

大阪公立大学中百舌鳥 嶋村 明紀 慶應義塾大学同好会 岸 真唯子

大阪公立大学中百舌鳥 伴野 真菜 慶應義塾大学同好会 忠内 也哉子

大阪公立大学中百舌鳥 田代 晴楽 慶應義塾大学同好会 早間 健斗

大阪公立大学中百舌鳥 田中 海帆 慶應義塾大学同好会 伊丹 彩登

大阪産業大学 畑田 飛光 慶應義塾大学同好会 藤田 京子

大阪産業大学 入口 巧海 慶應義塾大学同好会 前田 えま

大阪電気通信大学 姜 成基 工学院大学 安藤 萌菜美

大阪薬科大学 細川 恵理菜 高知工科大学 村穂 健太

大阪薬科大学 上田 竜也 高知工科大学 上村 知菜乃

岡山理科大学獣医学部 中田 雄也 國學院大學 中野渡 和

お茶の水女子大学 白鳥 未紗 國學院大學同好会 渡遵 健太

お茶の水女子大学 大友 沙羅 國學院大學同好会 岡本 美南

神奈川大学 宇野 開登 駒澤大学弓道同好会 土肥 拓実

神奈川大学 榎本 粋花 駒澤大学弓道同好会 中村 智央

神奈川大学 永田 弓子 駒澤大学弓道同好会 井上 祐貴

神奈川大学 田部 良 埼玉大学 上野 結菜

金沢大学医学部 藤木 睦皓 埼玉大学 小川 大翔

金沢大学医学部 繰納 志麻 埼玉大学 芝 美彩子

金沢大学医学部 冨塚 千菜美 埼玉医科大学 速水 陽香

金沢大学医学部 高川 知子 自治医科大学 鱒渕 桃羽

京都女子大学 吉川 陽菜 自治医科大学 前沢 珠実

慶應義塾大学 小濵 ゆきの 自治医科大学 岩科 知樹

氏名学校名

　　初段の部　合格者　216名

氏名学校名

（令和4年5月21日付）
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自治医科大学 神谷 彩也香 東京海洋大学 佐藤 凜歩

自治医科大学 工藤 悠生 東京海洋大学 京谷 蒼馬

自治医科大学 木村 優華 東京海洋大学 宮崎 巧望

自治医科大学 八木 博己 東京海洋大学 泉家 悠佑

自治医科大学 越髙 吏玖 東京学芸大学 大槻 真子

自治医科大学 野村 栄介 東京学芸大学 酒井 翠

自治医科大学 小林 茉寿 東京学芸大学 西川 絢夏

自治医科大学 逸見 健斗 東京学芸大学 渡部 琴音

自治医科大学 秋葉 まひろ 東京学芸大学 樋口 紘大

淑徳大学 川島 七星 東京学芸大学 小幡 眞

上智大学 河原 慎之介 東京学芸大学 西村 哲

上智大学 関野 智晴 東京学芸大学 山上 祿恵

上智大学 北里 陸 東京学芸大学 板倉 美穂

上智大学 小野 瑞斗 東京学芸大学 梁 雅昕

上智大学 堀本 遼太 東京工業大学 大滝 梨奈

信大医学部 吉田 昂平 東京工業大学 松川 愛実

信大医学部 小菅 孝明 東京工業大学 森 智徳

成城大学 伊王野 愛深子 東京工業大学 細井 美鈴

成城大学 時岡 佑樹 東京工業大学 今井 彩恵

成城大学 豊田 真央 東京工業大学 都筑 友春

成城大学 森川 泰成 東京工業大学 大竹 桜子

成城大学 横瀬 みく 東京工業大学 樋園 駿

玉川大学 小山 はるか 東京農工大学 高木 玲奈

玉川大学 横田 絢女 東京農工大学 佐藤 佑香

中央学院大学 宮本 一貴 東京農工大学 小林 朋生

中京大学 曽我 優成 東京農工大学 寄川 大空

中京大学 恒川 雄冴 東京農工大学 角 采音

帝京大学 佐々木 爽羽太 東京農工大学 川東 俊介

帝京大学 マス ヌルイザ 東京農工大学 野崎 夏帆

東海大学 横内 那菜美 東京農工大学 小島 賢

東海大学 李 函松 東京薬科大学 姉崎 香菜子

東海大学 吉田 絢音 東京薬科大学 小長谷 実希

東京外国語大学 川辺 菜々子 東京薬科大学 上原 ななみ

東京外国語大学 杉田 帆乃香 東京理科大学 大野 僚子

東京外国語大学 竹内 姫乃 獨協大学 加地 多聞

東京外国語大学 浜住 夏帆 日本大学 柿﨑 綾乃

東京外国語大学 高村 宗太郎 日本大学工科 島 孝太郎

東京外国語大学 石山 遼 日本大学工科 大河内 葵

東京外国語大学 石田 梨帆 日本大学工科 若林 巧士

東京海洋大学 大内 海藍 日本大学工科 伊藤 駿祐

氏名学校名学校名 氏名
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日本大学工科 壬生 隼人 明治学院大学 高橋 理紗

日本大学工科 福田 武蔵 桃山学院大学 紀田 悠倭

日本女子大学 島 知葉 横浜国立大学 長嶋 らら

日本女子大学 上床 理紗 龍谷大学 金井 アイシャ

日本女子大学 陳 倩男 龍谷大学 市橋 勇太

日本女子大学 川上 桃子 龍谷大学 谷口 香月

日本大学生物資源科学部 宮沢 里実 龍谷大学 田中 悠太郎

広島大学医学部・歯学部 山本 真子 龍谷大学 髙野 壮汰

広島大学医学部・歯学部 野上 雛子 早稲田大学本陣 横山 晟也

広島大学医学部・歯学部 下中 里奈 早稲田大学本陣 沢味　 歩花凜

広島大学医学部・歯学部 田村 彩友美 早稲田大学本陣 清水 杏夏

防衛医大 長島 裕穂 早稲田大学本陣 薮木 志音

防衛医大 石井 利沙 早稲田大学本陣 丸山 夏桜

防衛医大 中野 貴珠 早稲田大学本陣 尾嵜 サヤカ

防衛医大 久保 晃佑 早稲田大学本陣 梶取 映里

北海道大学 影本 まや 早稲田大学本陣 荒木 智也

北海道大学 菊川 千彰 早稲田大学本陣 古賀 理彩

北海道科学大学 浅坂 春希 早稲田大学本陣 織田村 穂

北海道科学大学 山下 善弘

北海道科学大学 熱田 清志郎

北海道科学大学 安田 基一郎

北海道科学大学 鈴木 大喜

北海道科学大学 高森 義博

北海道科学大学 森 日向子

北海道科学大学 谷端 駿

北海道科学大学 樋口 隆都

三重大学医学部 加納 優花

三重大学医学部 瀬戸 真優美

三重大学医学部 水野 佑香

三重大学医学部 岩田 美祐

三重大学医学部 森田 悠介

三重大学医学部 伊藤 菜那

三重大学医学部 黒川 直暉

宮崎大学 廣田 航平

宮崎大学 川越 郁美

宮崎大学 佐藤 紫野

明治学院大学 宮澤 利奈

明治学院大学 馬場 琉梨菜

明治学院大学 井上 由梨

明治学院大学 矢田 佳蓉

学校名 氏名 学校名 氏名
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金沢大学医学部 山川 詩織

京都女子大学 松本 花

愛知教育大学 宮本 泰成 慶應義塾大学 福田 彩乃

愛知教育大学 加藤 駿介 慶應義塾大学医学部 松本 達幸

愛知教育大学 村井 悠真 慶應義塾大学医学部 山本 真裕

青山学院大学 向田 汐里 慶應義塾大学医学部 難波 美羅

青山学院大学 中川 萌花 慶應義塾大学同好会 小山 玲

青山学院大学 小笠原 葉音 慶應義塾大学同好会 一色 奏都

青山学院大学 馬鳥 光広 慶應義塾大学同好会 宝珠山 理歩

青山学院大学 近藤 澪 工学院大学 野村 瑞

青山学院大学 田作 優奈 工学院大学 石川 碧萌衣

青山学院大学 中島 未来 工学院大学 野田 茉莉子

青山学院大学 丹野 誠司 工学院大学 坂元 一稀

青山学院大学 貞本 凌 工学院大学 髙橋 颯太

青山学院大学理工 青木 遼奈 國學院大學 佐藤 絢音

青山学院大学理工 関口 琴音 國學院大學 吉田 琴音

青山学院大学理工 長池 彩加 國學院大學 佐藤 美羽

青山学院大学理工 ＳＨＡＯ ＪＩＸＵＡＮ 國學院大學 山井 秀真

青山学院大学理工 井田 千裕 國學院大學同好会 清水 雅治

桜美林大学 入澤 奈菜 国際武道大学 岸本 雄太

大阪大学 大垣内 知穂 国際武道大学 Ｗａｍｐｏｌｅ Ｋｒｉｓｔｅｎ

大阪大学 北川 滉基 埼玉大学 白木 拓翔

大阪大学 伊藤 あかり 埼玉医科大学 相羽 弘貴

大阪公立大学杉本 岸本 一真 自治医科大学 岡村 健二

大阪公立大学中百舌鳥 津田 優衣 自治医科大学 矢崎 祥絵

大阪公立大学中百舌鳥 越智 初帆 自治医科大学 添谷 みなみ

大阪公立大学中百舌鳥 桂 恵輔 自治医科大学 浅田 さくら

大阪公立大学中百舌鳥 後藤 菜々子 自治医科大学 松田 更希

大阪公立大学中百舌鳥 上田 啓斗 自治医科大学 武藤 主真

大阪産業大学 杉本 篤駿 自治医科大学 橋本 莉奈

岡山理科大学獣医学部 小原 惇 自治医科大学 荘加 真奈

小樽商科大学 三野宮 龍 下関市立大学 中尾 洸貴

小樽商科大学 根岸 遥香 淑徳大学 片山 伊織

小樽商科大学 岩田 侑大 淑徳大学 疋田 麻友

小樽商科大学 菅原 冬馬 上智大学 出田 瑞希

小樽商科大学 藤平 ともか 上智大学 山田 真璃佳

学習院大学 池田 ひかる子 上智大学 為房 莉菜

学習院大学 石島 楓子 上智大学 熊西 叶乃

金沢大学医学部 山口 華 上智大学 大貫 理紗

金沢大学医学部 長岡 應 上智大学 内堀 璃恩

　　弐段の部　合格者　173名

（令和4年5月21日付）

学校名 氏名 学校名 氏名
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上智大学 川村 紫乃 東京外国語大学 久保 衣織

上智大学 林 裕恒 東京外国語大学 塚本 里佳

上智大学 神津 美帆 東京外国語大学 齋藤 安紀

上智大学 青木 陽大 東京学芸大学 梅本 菜央

上智大学 熊野 真優 東京工業大学 乙部 智輝

上智大学 山上 紫帆 東京工業大学 末田 悠大

上智大学 赤堀 美有 東京工業大学 中山 創

上智大学 荒井 莉奈 東京工業大学 三宅 潤

上智大学 久保田 咲良 東京工業大学 河井 大輔

上智大学 池澤 瑠々 東京工業大学 網中 勝浩

上智大学 泉 朔矢 東京工業大学 杉山 旭

信大医学部 高見澤 由奈 東京工業大学 北 景介

信大医学部 寺尾 萌花 東京農工大学 小山 純之介

信大医学部 内田 貴文 東京農工大学 奥井 七央子

成城大学 村田 瑞季 東京農工大学 梨木 さくら

成城大学 米山 結里香 東京農工大学 堀江 爽太

成城大学 坂内 裕哉 日本大学工科 伊藤 まひろ

成城大学 石井 美帆 日本女子大学 小崎 真綾

創価大学 矢野 妙子 日本女子大学 金子 桃子

創価大学 屋敷 正彦 日本女子大学 平山 愛菜

創価大学 峯 城大 日本女子大学 福井 まりな

創価大学 広田 さにあ 日本女子体育大学 根本 真衣

創価大学 竹内 咲彩 日本女子体育大学 田中 琴巴

千葉大学 檢見﨑 彩乃 広島大学医学部・歯学部 寺口 芽瑠萌

千葉大学 岩間 晴紀 広島大学医学部・歯学部 藤元 彩未

千葉大学 能口 航一 広島経済大学 安齋 希見

中央学院大学 井坂 銀杜 広島経済大学 中村 陽菜

中京大学 上田 侑也 防衛医大 眞野 寛人

中部大学 板倉 拓海 北海道大学 黒田 真生

中部大学 松井 順聖 北海道大学 阿部 駿平

中部大学 宮原 凉 三重大学医学部 大久保 美卯

中部大学 児嶋 凌平 三重大学医学部 小林 菜津美

中部大学 吉田 直人 三重大学医学部 日浅 大仁

津田塾大学 森田 聖子 三重大学医学部 内田 健登

津田塾大学 長谷川 花怜 宮崎大学 山口 滉太

帝京大学 塩島 桃乃 宮崎大学 林田 萌々香

帝京大学 玉木 千賀 明治学院大学 鰺岡 一歩

帝京大学 直江 薫乃 桃山学院大学 岡本 一将

帝京大学 加藤 篤志 桃山学院大学 明賀 隆志

東海大学 張 任楷 横浜市立大学 菅野 織葉

学校名 氏名 氏名学校名
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横浜市立大学 比嘉 信之祐

横浜市立大学 川縁 和香

横浜市立大学 林 幸奈 青山学院大学 髙平 美宇

横浜市立大学 永田 遥輝 麻布大学 秋山 瑞樹

横浜市立大学 横岡 一平 桜美林大学 井村 理佐

立正大学 萓野 愛華 桜美林大学 菊池 臣悟

立正大学 黒田 汐里 学習院大学 小野 夏希

龍谷大学 大森 陽介 工学院大学 覚田 真聖

龍谷大学 徐 ジェンホワン 國學院大學 薗口 千夏

龍谷大学 小濵 智樹 國學院大學 今村 帆奈美

早稲田大学本陣 古波倉 奈々 國學院大學 大曽根 亜衣

早稲田大学本陣 片山 琳登 上智大学 藤野 りさ

早稲田大学本陣 山下 祐芽 上智大学 関根 英悟

早稲田大学本陣 小藤田 真緒 上智大学 山中 秀哲

早稲田大学本陣 髙橋 駿 上智大学 西田 里穂

千葉大学 瀬野 禅太

千葉大学 小嶋 梨々愛

津田塾大学 本田 もも香

帝京大学 柳 響介

日本大学工科 小野 紘太朗

一橋大学 宮本 紘亘

一橋大学 猪俣 竣介

一橋大学 柏木 祐喜

法政大学 三橋　 結子

早稲田大学（日鉄） 小田島 光雅

早稲田大学（日鉄） 北本 鈴花

千葉工業大学 松本 武

帝京大 吉永 衣里

日本大学 平野 なな星

　　参段の部　合格者　24名

学校名 氏名

（令和4年5月22日付）

　　四段の部　合格者　3名

（令和4年5月22日付）

　　五段の部　合格者　該当者なし

学校名 氏名
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