
令和４年１２月２２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＜１１月＞結果ならびに合格者の登録について 

 

 

さる、11月 27日東京都渋谷区ならびにビデオ審査（11月 26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。各大学からの送金の確認が取れ次第、  

1月 25日頃に認許証を送付する予定です。 

 

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：令和５年１月２０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金してください。※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：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：結果発表の所属団体や氏名に誤字等がございましたら下記まで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 



（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 

・必ず大学名を記入してください。 

個人名だけの場合、どの大学からの送金か確認が取れないことがあります。 

・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。 

 

 



慶應義塾大学医学部 倉持 祐基

慶應義塾大学医学部 吉田 彩香

愛知医科大学 木原 ひかる 慶應義塾大学医学部 熊谷 仁誠

愛知医科大学 橋川 彩子 慶應義塾大学医学部 真船 愛実

愛知医科大学 田村 悠衣 慶應義塾大学医学部 前田 実咲

愛知医科大学 盤井 未佑 慶應義塾大学医学部 長坂 健佑

青山学院大学 中森 汐香 慶應義塾大学医学部 高柳 優太

青山学院大学 佐藤 菫 慶應義塾大学医学部 荒井 友理

青山学院大学 安田 万智 慶應義塾大学医学部 鳥羽 海正

青山学院大学 佐藤 美沙 慶應義塾大学同好会 高砂 柚乃

青山学院大学 會田 穂香 慶應義塾大学同好会 山下 桃佳

青山学院大学 庄司 優希 慶應義塾大学同好会 溝口 太陽

青山学院大学 森重 佳菜 慶應義塾大学同好会 對馬 諒

青山学院大学 和田 純奈 慶應義塾大学同好会 飯田 遥斗

青山学院大学 小貫 悠太 慶應義塾大学同好会 河原 斗哉

青山学院大学 宮田 羽菜子 慶應義塾大学同好会 岡 凜央音

青山学院大学 安部 歩生 工学院大学 中嶋　 粋

大阪教育大学 槌野 美玖 工学院大学 高山 明佳

大阪教育大学 安田 清花 工学院大学 小山 瑛土

大阪教育大学 伊藤 敏志 工学院大学 梶田 祐実

大阪教育大学 野戸 啓至 工学院大学 山本 健太郎

大阪教育大学 梅村 玲生 工学院大学 植村 莉名

岡山理科大学獣医学部 平川 莉紗 工学院大学 山嵜 康平

岡山理科大学獣医学部 和田 実也 工学院大学 寺島 壮太郎

岡山理科大学獣医学部 沼口 彩香 工学院大学 尾竹 美祐

岡山理科大学獣医学部 田川 莉央奈 工学院大学 池田 昂太

岡山理科大学獣医学部 岩間 貴之 工学院大学 細川 宏樹

岡山理科大学獣医学部 秋山 莉穂 工学院大学 高寺 鴻福

お茶の水女子大学 狩野 早弥佳 國學院大學 石井 桃子

お茶の水女子大学 秋間 咲穂 國學院大學 杉山 翠蓮

お茶の水女子大学 植田 葵 國學院大學 齋藤 楓

お茶の水女子大学 畠田 翔子 國學院大學 東 咲希

お茶の水女子大学 石倉 日花里 國學院大學 倉持 穂佳

お茶の水女子大学 鈴木 琴音 國學院大學 亀井 礼

お茶の水女子大学 森川 彩音 國學院大學 大江 雄太

お茶の水女子大学 大場 有紗 國學院大學 増田 和

お茶の水女子大学 富原 一葉 國學院大學同好会 上村 俊也

お茶の水女子大学 田﨑 愛望 國學院大學同好会 石黒 智美

慶應義塾大学医学部 中野 紗希 國學院大學同好会 安齊 愛夢

慶應義塾大学医学部 原田 玲 國學院大學同好会 鈴木 優希奈

学校名

（令和4年11月26日付）

　　初段の部　合格者　288名

氏名学校名氏名
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國學院大學同好会 川原 結 千葉大学 三好 一葉

國學院大學同好会 尾方 圭志 中部大学 柳澤 志宜

國學院大學同好会 花上　 遥香 中部大学 鈴木 章吾

埼玉大学 関 康平 帝京大学 小林 礼実

埼玉医科大学 落合 奏太 東京海洋大学 大場 晴日

埼玉医科大学 伏見 陸玖 東京海洋大学 長妻 怜那

埼玉医科大学 宇賀神 結衣 東京海洋大学 須藤 真帆

埼玉医科大学 木村 亮太 東京海洋大学 諸岡 真之輔

埼玉医科大学 芝崎 遼香 東京海洋大学 宮崎 基新

埼玉医科大学 橘 咲良 東京海洋大学 藤岡 達也

埼玉医科大学 中村 宏香 東京学芸大学 太田 彩美

埼玉医科大学 田邊 梨々子 東京学芸大学 森本 凪咲

埼玉医科大学 伊藤 慎太郎 東京学芸大学 江上 裕乃

埼玉医科大学 大和田 弥音 東京学芸大学 清野 優羽

埼玉医科大学 横山 碧惟 東京学芸大学 平井 杏純

埼玉医科大学 口町 直輝 東京学芸大学 島田 遥音

埼玉医科大学 野呂 佑人 東京工業大学 前田 直子

埼玉医科大学 盧 雛乃 東京工業大学 芹澤 慧

埼玉医科大学 畑田 睦月 東京工業大学 松下 紗奈

昭和大学 渡邊 みらの 東京工業大学 高雄 航明

昭和大学 與那覇 蒼生 東京工業大学 唐澤 陽介

昭和大学 長山 夕月 東京工業大学 中谷 海斗

昭和大学 飯田 彩乃 東京工業大学 小林 航介

昭和大学 能勢 ゆいの 東京工業大学 白山 みのり

昭和大学 米田 真優美 東京工業大学 德元 太一

昭和大学 村松 咲羽 東京工業大学 石川 友志

昭和大学 石田 理珠 東京工業大学 伊藤 英

昭和大学 中戸川 未来 東京工業大学 鈴木 里彩

昭和大学 丸久 まゆ 東京工業大学 小杉 ちはる

昭和大学 飯塚 美結 東京工業大学 古賀 雅人

昭和大学 有田 愛清 東京歯科大学 山崎 愛礼

昭和大学 掛川 希楽利 東京歯科大学 増田 理紗

昭和大学 内田 百音 東京歯科大学 大林 奈央

昭和大学 小野 未乃梨 東京歯科大学 及川 桃佳

女子栄養大学 本橋 采音 東京歯科大学 福岡 理子

専修大学 中川 弘稀 東京歯科大学 譚 雯璵

専修大学 小川 倫緒 東京歯科大学 高野橋 遥希

専修大学 伊井 ちひろ 東京歯科大学 伊志嶺 隆介

大正大学 森本 晴稀 東京都市大学 叶 椋一朗

大東文化大学 後藤 莉奈 東京都市大学 明東 奏吾

氏名学校名学校名 氏名
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東京都市大学 山本 百々音 東京都立大学 飯澤 一葵

東京都市大学 萱野 暉梧 東京都立大学 高橋 怜

東京都市大学 許斐 律 東京都立大学 江見 芽吹

東京農業大学 小園 咲季 東京都立大学 木村 実鈴

東京農業大学 長谷 美怜 東京都立大学 木下 悠輝

東京農業大学 杉浦 寛子 東京都立大学 齋藤 隆之介

東京農業大学 淺野　 安岐 東京都立大学 山本 夢子

東京農業大学 井上 菖 東京都立大学 藤田 真衣

東京農業大学 倉知 凛彩子 東京都立大学 管山 璃音

東京農業大学 金山 晟太 東京都立大学 酒井 篤広

東京農工大学 白木 寛也 東京都立大学 加藤 歩

東京農工大学 尾崎 由美香 東京都立大学 土屋 香菜子

東京農工大学 田中 杏奈 東京都立大学 山﨑 洋紀

東京農工大学 山本 慧 日本医科大学 兒玉 寛敦

東京農工大学 渡邉 心咲 日本医科大学 鎌田 実希

東京農工大学 髙橋 亜希 日本医科大学 今野 花音

東京農工大学 吉田 日向子 日本医科大学 久田 結貴

東京農工大学 安東 柾峰 日本医科大学 松田 祐

東京農工大学 林 小百合 日本医科大学 吉田 貴一

東京農工大学 大塚 桃佳 日本医科大学 岩本 明優

東京理科大学 永尾 優奈 日本医科大学 高田 知歩

東邦大学 中須 彩花 日本医科大学 田口 朝望

東邦大学 武井 杏樹 日本医科大学 徳永 朱那

東邦大学 渡邊 莉子 日本医科大学 古川 優奈

東邦大学医学部 蒲地 拓斗 日本医科大学 町田 慧

東邦大学医学部 柏木 佑月 日本医科大学 奥田 翔太

東邦大学医学部 大西 恵美子 日本医科大学 迫田 えみ

東邦大学医学部 豊原 菜々 日本医科大学 大石 真由

東邦大学医学部 小川 莉央 日本大学工科 藤井 佑樹

東邦大学医学部 竹中 香菜 日本大学工科 森田 天馬

東邦大学医学部 野口 由莉子 日本工業大学 五十嵐 碧哉

東邦大学医学部 中山 舞 日本工業大学 安倍 司

東洋大学工学部 西山 朝登 日本工業大学 今村 晴樹

東洋大学工学部 帯津 文香 日本工業大学 原 輝琉

東洋大学工学部 中村 幸喜 日本工業大学 坂本 幸翼

東洋大学工学部 水口 理乃 日本工業大学 千葉 小凡

東洋大学工学部 田中 勝人 日本工業大学 中澤 雛鼓

獨協大学 夏目 康太 日本女子体育大学 幸 楓里

獨協大学 祖上 拓未 日本女子体育大学 濱野 友萌

獨協大学 安田 大成 日本女子体育大学 阿部 柚巴

学校名 氏名 学校名 氏名
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日本女子体育大学 神山 沙貴 立正大学 齋藤 早絢

日本大学生物資源科学部 三留 明香里 早稲田大学 山田 蓮

日本大学生物資源科学部 木村 萌 早稲田大学 坂田 智佳子

一橋大学 吉田 顕史 早稲田大学 佐藤 我音

一橋大学 佐藤 航太郎 早稲田大学 神山 勝冴

一橋大学 宇佐美 悠奈 早稲田大学 首藤 菜那

一橋大学 山田 結愛 早稲田大学本陣 中村 天音

一橋大学 落合 晶 早稲田大学本陣 加瀬 颯悟

一橋大学 開田 結子 早稲田大学本陣 野口 英紀

一橋大学 黒澤 功輝 早稲田大学本陣 柿谷 成美

一橋大学 菊池 葉月

一橋大学 赤津 百夏

広島大学医学部・歯学部 津田 康祐 愛知医科大学 深澤 寛子

広島大学医学部・歯学部 藤重 碧泉 愛知医科大学 塚本 彩乃

防衛医大 中川 菜月 愛知淑徳大学 尾﨑 真央

防衛医大 西田 健人 愛知淑徳大学 石川 詩織

防衛医大 赤松 陸登 愛知淑徳大学 野中 紗代

防衛医大 八尾 学杜 愛知淑徳大学 宮田 玲

防衛医大 西川 公一郎 青山学院大学 三松 ななせ

防衛医大 浜田 彩南 青山学院大学 中澤 美優貴

法政大学 木原 望天 青山学院大学 蛭田 有紀

法政大学 根本 志竜 青山学院大学 本田 真樹

明海大学歯学部 中尾 航 麻布大学 宜保 結女

明治学院大学 佐野 友理乃 桜美林大学 山形　 陽栄

明治学院大学 馬杉 智則 大阪教育大学 田口 渚子

明治学院大学 佐藤 蓮 大阪教育大学 阪本 陽都

明治学院大学 藤堂 夏希 お茶の水女子大学 大友 沙羅

明治学院大学 平子 万桜 お茶の水女子大学 伊東 和佳菜

明治学院大学 白川 嗣芳 北里大学 吉田 晴香

横浜国立大学 石田 理紗 北里大学 大野 聖月

横浜国立大学 米村 優太朗 北里大学 服部 もも子

横浜市立大学 岡部 咲希 北里大学 田畑 莉里香

横浜市立大学 中山 智萌 北里大学 中原 実央

横浜市立大学 永田 みなみ 北里大学 伊藤 晴香

横浜市立大学 林 実緒 慶應義塾大学医学部 髙廣 直希

横浜市立大学 栗林 真広 慶應義塾大学医学部 横尾 美空

横浜市立大学 今井 優希 慶應義塾大学医学部 宮田 諒

横浜市立大学 本吉 仁美 慶應義塾大学医学部 清水 紗恵

横浜市立大学 赤塚 夏稀 慶應義塾大学同好会 古川 ひより

立教大学 樫村 優世 慶應義塾大学同好会 前田 えま

学校名 氏名 学校名 氏名

弐段の部　合格者　173名

（令和4年11月26日付）
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慶應義塾大学同好会 小川 花 大正大学 本多 大翔

慶應義塾大学同好会 萩本 諒 千葉大学 杉本 麗奈

慶應義塾大学同好会 青栁 樹 千葉大学 岡 愛梨

慶應義塾大学同好会 遠藤 鈴奈 千葉大学 相川 佳音

工学院大学 安藤 萌菜美 千葉大学 坂田 菜々子

工学院大学 松枝 美羽 千葉大学 土方 寧久

工学院大学 山内 佑亮 千葉商科大学 大門 光紀

工学院大学 山下 祥太 千葉商科大学 河原 綾音

工学院大学 生澤 柚之佑 中央学院大学 宮本 一貴

國學院大學 福川 一花 中部大学 青木 晴伸

國學院大學 澁木 喬哉 中部大学 伊藤 恵

國學院大學 竹川 竜生 東京大学 森 雄摩

國學院大學 加藤 琉夏 東京海洋大学 重村 篤希

國學院大學同好会 渥美 翔 東京海洋大学 谷村 優乃

國學院大學同好会 田中 宏典 東京海洋大学 麻生 悠介

国際武道大学 山崎 晴斗 東京学芸大学 渡部 琴音

埼玉大学 芝 美彩子 東京学芸大学 梁 雅昕

埼玉医科大学 早田 萌 東京工業大学 森 智徳

埼玉医科大学 三森 直 東京工業大学 細井 美鈴

相模女子大学 大竹 未来音 東京工業大学 都筑 友春

芝浦工業大学 板垣　 克哉 東京工業大学 香﨑 貴大

芝浦工業大学 藤牧 礼欧 東京工業大学 稲垣 賢

城西大学 大貫 この葉 東京工業大学 林 瑶子

城西大学 篠原 琴美 東京工業大学 伊藤 尚輝

上智大学体育会 堀本 遼太 東京工業大学 佐竹 奈緒

上智大学体育会 髙須 柚衣 東京工業大学 池田 憲哉

上智大学体育会 若林 愛実 東京都市大学 中乗 優

上智大学体育会 山本 ゆりか 東京農業大学 大坪 拓

昭和大学 柿田 穂香 東京農業大学 土井 可蓮

昭和大学 香川 直輝 東京農業大学 中島 一夏

昭和大学 村田 理子 東京農業大学 琴寄 倫規

昭和大学 村上 真悠 東京農業大学 北村 崚

昭和大学 石山 奈々 東京農業大学 竹本 好花

成城大学 森川 泰成 東京農業大学 倪 睿怡

成城大学 岩田 妃世 東京農工大学 寄川 大空

成城大学 田中 美咲 東京農工大学 川東 俊介

専修大学 山崎 智菜 東京理科大学 井上 陽依

専修大学 瀬戸 美沙希 東京理科大学 安藤 朋恵

専修大学 金丸 倫太郎 東京理科大学 森永 健太郎

専修大学 茂木 龍之介 東邦大学 津金 璃子

氏名 学校名 氏名学校名
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東邦大学医学部 岸岡 瑶 防衛医大 柳井 まゆの

東邦大学医学部 橋本 貴裕 防衛医大 木原 理佐

獨協大学 永田 道成 防衛医大 早間 嶺

東京都立大学 吉野 有香 法政大学 中河 睦

東京都立大学 鈴木 珠己 法政大学 川﨑 百華

東京都立大学 川野 隼太 宮崎大学 廣田 航平

東京都立大学 宮内 春奈 宮崎大学 川越 郁美

東京都立大学 鵜澤 明日生 明治学院大学 金井 結衣

東京都立大学 秋吉 菜保子 明治学院大学 松井 天斗

東京都立大学 羽田野 朝陽 明治学院大学 祝 りさ

東京都立大学 丸宮 佳季 横浜国立大学 谷 健生

東京都立大学 董 昊宸 横浜国立大学 横田 晃生

日本医科大学 秋山 菜々子 横浜国立大学 河嶋 菜々子

日本医科大学 髙頭 美結 横浜国立大学 市瀬 日咲子

日本医科大学 若杉 美咲 横浜国立大学 阿部 隆之介

日本医科大学 藤山 大和 横浜市立大学 佐々木 麻結

日本医科大学 大島 崚央 立正大学 矢崎 友大

日本大学工科 野尻 咲羽 立正大学 室町 秀斗

日本工業大学 塙 蓮 立正大学 影山 芽泉

日本工業大学 出井 李奈 立正大学 鶴岡 幸恵

日本女子大学 島 知葉 早稲田大学 不藤 奈々

日本女子大学 上床 理紗 早稲田大学 橋本 美優

日本女子大学 陳 倩男 早稲田大学本陣 長江 清太朗

日本女子大学 川上 桃子 早稲田大学本陣 壹岐 勇河

日本女子大学 上崎 鈴華 早稲田大学本陣 今西 真悠

日本大学生物資源科学部 宮沢 里実

日本大学生物資源科学部 湯 若菜

一橋大学 中田 かな子 青山学院大学 馬鳥 光広

一橋大学 山口 真凜 青山学院大学 貞本 凌

一橋大学 宍倉 あかり 北里大学 角田 美織

一橋大学 木嵜 大雅 工学院大学 生田 大弥

一橋大学 玉地 温 国際武道大学 黒澤 優太

一橋大学 大隅 愛奈 国際武道大学 宮﨑 歩生

広島大学女子 笠井 理香子 国際武道大学 成瀬 明

広島大学女子 橋本 晴佳 埼玉大学 矢島 翔

広島大学女子 野口 萌花 上智大学 山上 紫帆

防衛医大 長島 裕穂 上智大学 松澤 文音

防衛医大 石井 利沙 上智大学 西野 結芽

防衛医大 久保 晃佑 千葉大学 檢見﨑 彩乃

防衛医大 玉野 ひなた 千葉大学 岩間 晴紀

学校名 氏名 氏名学校名

　　　参段の部　合格者　51名

（令和4年11月27日付）
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千葉大学 田口 翔

千葉大学 石部 由季乃

千葉商科大学 市薗 怜奈 工学院大学 亀岡 大翔

千葉商科大学 伊計 智子 淑徳大学 原 愛汰

中央学院大学 井坂 銀杜 日本女子大学 佐藤 ひかる

帝京大学 木下　 友翔

東海大学 鈴木 渓太

東京大学 小泉 怜

東京大学 仲 真穂

東京工業大学 杉山 旭

東京工業大学 網中 勝浩

東京工業大学 木下 暁裕

東京工業大学 伊藤 春那

東京農業大学 渡部 理子

東京理科大学 岡村 穂丘

東邦大学医学部 幸地 悠吾

東邦大学 浦邉 智矢

東洋大学工学部 篠田 楓

東洋大学工学部 牧田 龍之介

東洋大学工学部 柏 裕樹

東京理科大学 村岡 明花音

東京都立大学 礒野 聖也

東京都立大学 安田 圭介

日本工業大学 飯塚 翔

日本女子体育大学 小菅 彩

一橋大学 福島 梨乃

一橋大学 横田 泰知

明海大学歯学部 手塚　 博斗

明治学院大学 鰺岡 一歩

横浜市立大学 横岡 一平

横浜市立大学 永田 遥輝

横浜市立大学 小田島 洋斗

横浜市立大学 濵屋 千紘

横浜平沼藤弓会 菊池 裕太郎

立正大学 稲葉 悠真

立正大学 露崎 さくら

早稲田大学 山﨑 琴葵

早稲田大学本陣 金矢 幸大

学校名 氏名学校名 氏名

四段の部　合格者　3名

五段の部　該当者なし

（令和4年11月27日付）
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