
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 北海北部 鎌田 浩子 31 東京第一 黒田 浩之 61 北海西部 中井 田鶴子

2 北海北部 櫻井 清和 32 北海中央 皆川 千曠子 62 北海中央 金子 守夫

3 東京第一 戴 俊倫 33 大阪 久保田 ゆき子 立順 所属地連 受付時間

4 北海中央 橋本 布美代 34 北海中央 原田 功

5 北海南部 於本 梢 35 東京第三 川路 弘 63 宮城 永渕 丹

6 北海中央 殿村 靜夫 36 北海中央 和泉 佳代子 64 北海北部 大友 芳子

7 福岡 廣石 金典 37 北海北部 辻 好美 65 北海中央 樫本 翔平

8 北海南部 中嶋 正人 38 北海中央 柳原 勉

9 北海東部 宮森 慶太 39 北海中部 小泉 英夫

10 北海中央 田中 伸博 40 北海中央 島澤 信明

11 北海中央 中村 るみ 41 北海中央 武田 芳於

12 北海中央 中島 幸夫 42 北海南部 和田 裕美

13 千葉 下保 恵子 43 東京第三 山田 光矢

14 北海北部 西股 葉子 44 北海北部 東海林 栄美子

15 北海中央 井上 とし子 45 北海中央 堀内 敬久

16 東京第二 柳下 宙子 46 北海中央 原田 恵美子

17 神奈川 小黒 祥子 47 北海中央 吉田 真実

18 北海北部 苅谷 健一 48 北海東部 田村 佳子

19 北海中央 牧野 安恵子 49 北海南部 菅野 志津子

20 北海中央 松野 有秀 50 北海中央 氏原 正広

21 北海南部 佐藤 忠茂 51 北海中央 山田 佐智子

22 北海中央 藤本 嘉機 52 北海東部 和田 吉功

23 北海中央 石崎 享男 53 北海中央 辰巳 安見

24 大阪 鉄谷 芳子 54 北海中央 盛川 好枝

25 東京第三 佐々木 順子 55 北海西部 川嶋 聡

26 秋田 中野 貴美子 56 北海中部 大山 安男

27 北海中央 村上 光枝 57 北海東部 田中 隆伸

28 北海西部 高島 築美 58 北海北部 太布 康洋

29 北海中央 原田 芳子 59 北海西部 笹原 功

30 北海中央 永井 智廣 60 北海北部 福沢 典博

12:30～
13:00

13:55～
14:25

氏名

第一次審査通過者

15:40～
16:00

13:55～
14:25

令和４年度【北海道地区】臨時中央審査会受審者受付時間（１／２） 施行日：８月２７日（土）

※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。

会場：北ガスアリーナ札幌４６

錬士の部
氏名 氏名 氏名

12:30～
13:00

※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



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 北海中央 松野 有秀 31 北海中央 林 隆治 1 青森 林 春光

2 北海中央 大滝 孝一 32 千葉 幸田 孝一郎 2 北海北部 東 哲夫

3 北海中央 原田 慎一 33 北海東部 佐々木 真人 3 北海中央 水嶋 貴広

4 北海中央 赤平 紘文 34 北海南部 石尾 光太郎 4 北海東部 平野 三千子

5 北海中央 小川 千代 35 北海南部 横山 智鶴子 5 福岡 阿久井 基

6 神奈川 藤林 丈司 36 北海南部 辻田 公二 6 北海中央 斉川 利博

7 北海中央 江尻 憲治 37 北海西部 多田 哲司 7 福岡 阿久井 房江

8 愛知 長谷川 真由 38 北海中央 永井 彰一 8 北海中央 小坂 起夫

9 北海中央 木村 真琴 39 北海中部 竹村 二三子 9 静岡 萩野 美由喜

10 北海西部 髙橋 信之 40 北海中央 佐藤 博 10 北海中部 田中 とき子

11 北海中央 大沼 勇 41 北海中部 吉田 喜美 11 北海南部 深澤 明子

12 兵庫 来田 多津美 42 北海中央 石川 光子 12 北海中央 中村 研二

13 北海中央 加藤 隆精 43 北海南部 梅田 勝則 13 北海中央 山田 勢津子

14 北海中央 梅﨑 真大 44 北海東部 齋藤 一美 14 北海東部 松下 卓見

15 北海北部 川戸 裕児 45 北海中央 本間 陽子 15 北海東部 髙田 安子

16 北海中央 石井 昭夫 46 北海北部 三浦 真由己 16 北海中央 井澤 敏

17 北海西部 坂見 光二 47 北海東部 小池 法生

18 北海西部 堀越 節雄 48 北海北部 菅原 俊二

19 北海中部 谷崎 昇平 49 北海北部 奥村 公道

20 北海中央 吉田 健 50 北海南部 深澤 秀世

21 北海中央 吉田 節子 51 茨城 鈴木 隆之

22 北海北部 渡部 祥子 52 北海北部 青山 等

23 北海中央 豊澤 直美 53 北海中央 菊地 淳一

24 東京第三 増永 瑞枝 54 北海北部 大門 吉則

25 北海東部 侘美 詳子 55 北海西部 飯田 賢

26 北海中央 岩瀬 泰則 56 北海中央 神谷 光彦

27 北海北部 東海林 芳信 57 北海中部 出村 正幸

28 北海東部 山下 節子

29 北海西部 新開谷 まゆき

30 埼玉 目黒 千恵子

10:55～
11:25

9:40～
10:10

 ※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

※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

8:30～
9:00

※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

令和４年度【北海道地区】臨時中央審査会受審者受付時間（２／２） 施行日：８月２８日（日）

六段の部 七段の部

会場：北ガスアリーナ札幌４６


