
期　日： 令和４年１１月２７日（日） 　主　催： 公益財団法人全日本弓道連盟

会　場： 全日本弓道連盟中央道場 　主　管： 東京都弓道連盟

　開　　館　８：３０　　控室：２階「講堂」「会議室」

　受　　付　８：３０～　１階ロビー　

　 　※別途案内の入館時間に基づき、各自該当の時間帯にて入館・受付をすること。

　※観覧席の利用は出来ない。入館時間を守り、行射後は速やかに退館すること。

参段 １３６名

四段 ４０名

五段 ４名

（注）１. 初段及び弐段の審査はビデオ審査となるため、中央道場への参集はない。

　　　　　別途案内の「ビデオ審査に関する要領」にて全日本弓道連盟宛に「ビデオ審査記録表」を

　　　　　提出すること。

      ２. 行射審査は「審査における行射の要領（５人立の場合）」で行う。

　　　　　本審査においては五段の部の行射審査は射場控え（入場前）で肌脱ぎ・襷かけを行って

　　　　　入場するものとする。

　　　３．行射審査の招集は１階ロビーで行う。

　　　４．貴重品は各自で管理すること。また、弓具の取り違いに注意すること。

　　　５．館内は禁煙。

【参段・行射審査】　２８立

　　７立　　　９：３０～１０：３５

　　　　＜小休止１０分＞

　　７立　　１０：４５～１１：５０

　　　　＜昼食休憩４０分＞

　　７立　　１２：３０～１３：３５

　　　　＜小休止１０分＞

　　７立　　１３：４５～１４：５０

　　　　＜小休止１０分＞

【四段・行射審査】　８立

　　６立　１５：００～１５：５５

　　　　＜小休止１０分＞

　　２立　１６：０５～１６：２５

【五段・行射審査】　１立

　　１立　１６：２５～１６：３５

　　合格者は後日、本連盟ホームページに掲載する

１５：００～（予定） №　１～№　４０

１６：２５～（予定） №　１～№　　４

令和４年度【学生】特別臨時中央審査会＜１１月＞・進行表

行射審査開始予定時間 種別 受審者数 立順

　　　　９：３０～ №　１～№１３６



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 上智大学 出田 瑞希 36 帝京大 木下　 友翔 71 日女体大 長谷川 里紗

2 明学大 鰺岡 一歩 37 明学大 堀江 真緒 72 東洋大 火物 美空

3 上智大学 為房 莉菜 38 國學院大 松尾 和磨 73 専修大学 藤本 陽介

4 東工大 杉山 旭 39 工学院大 西守 映菜 74 防衛医大 金子 瑠菜

5 東工大 乙部 智輝 40 上智大学 松澤 文音 75 東工大 木下 暁裕

6 日女体大 根本 真衣 41 帝京大 上見 結羽 76 東京都市大 新田 桂一朗

7 千葉大 檢見﨑 彩乃 42 国際武大 黒澤 優太 77 慶應同好会 木津 晃平

8 上智大学 川村 紫乃 43 国際武大 宮﨑 歩生 78 日本工業大 飯塚 翔

9 東工大 末田 悠大 44 國學院大 摘田 彩乃 79 千葉商大 青木 しづく

10 横浜市大 川縁 和香 45 東京農大 渡部 理子 80 明学大 宮嶋 かのせ

11 青学大 馬鳥 光広 46 日女体大 島﨑 歩果 81 一橋大 菅野 空

12 横浜市大 林 幸奈 47 東工大 三ヶ木 宏樹 82 一橋大 横田 泰知

13 工学院大 石川 碧萌衣 48 日女体大 青木 なずな 83 一橋大 荻原 祥子

14 日女体大 田中 琴巴 49 東工大 伊藤 春那 84 千葉商大 佐藤 瑠香

15 國學院大 山井 秀真 50 日女体大 新田 千草 85 東京理科大 新井 悠大

16 上智大学 山上 紫帆 51 都立大 伊藤 颯 86 埼玉大 矢島 翔

17 東工大 三宅 潤 52 青学大 本間 衣里子 87 東邦大 浦邉 智矢

18 千葉大 能口 航一 53 都立大 是枝 洸佳 88 中央学院大 池延 豪

19 青学大 貞本 凌 54 昭和大 櫻田 隼斗 89 中央学院大 宮澤 美羽

20 千葉大 岩間 晴紀 55 芝浦工大 小島 希 90 千葉大 齋藤 拓海

21 横浜市大 永田 遥輝 56 工学院大 生田 大弥 91 北里大 角田 美織

22 成城大 坂内 裕哉 57 一橋大 福島 梨乃 92 青学大 大川 ちとせ

23 中央学院大 井坂 銀杜 58 東京大 小林 龍誠 93 早稲田大学本陣 大村 晃輝

24 横浜市大 横岡 一平 59 東京学芸大 永美 弘貴 94 東海大 鈴木 優太

25 防衛医大 眞野 寛人 60 上智大学 西野 結芽 95 筑波医学 戸田 彩音

26 東工大 河井 大輔 61 横浜市大 角坂 麻衣 96 北里大 岡田 花奈

27 東工大 網中 勝浩 62 日本工業大 関 大河 97 東京理科大 村岡 明花音

28 東京大 小泉 怜 63 獨協大 栗原 俊輝 98 千葉大 中島 萌子

29 東邦大医学部 幸地 悠吾 64 東邦大 郷内 一葉 99 専修大学 須﨑 なな子

30 立正大 稲葉 悠真 65 千葉商大 市薗 怜奈 100 早稲田大 山﨑 琴葵

31 横浜市大 後藤 柚那 66 千葉商大 伊計 智子 101 千葉商大 吉野 彰良

32 東海大 岩本 真弥 67 国際武大 成瀬 明 102 慶應同好会 角間 夢人

33 横浜市大 小田島 洋斗 68 日女体大 竹林 紗良 103 東京大 仲 真穂

34 横浜市大 濵屋 千紘 69 東洋大 篠田 楓 104 早稲田大 亀卦川 響

35 横浜市大 久保 萌々 70 東洋大 牧田 龍之介 105 都立大 礒野 聖也

参段の部

令和４年度【学生】特別臨時中央審査会（１１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

氏名 氏名 氏名

8:30～
9:00

9:30～
10:00

11:30～
12:00

※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：１１月２７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 立順 所属団体 受付時間

106 東工大 小林 航己 1 千葉大 瀬野 禅太 36 帝京大 深澤 龍平

107 帝京大 平野 優斗 2 帝京大 柳 響介 37 千葉商大 綾部 真尋

108 日女体大 小菅 彩 3 國學院大 大曽根 亜衣 38 千葉商大 横田 瑞樹

109 日本工業大 荻原 圭介 4 東洋大 島田 大地 39 東工大 長谷川 千晃

110 千葉大 丸澤 和晃 5 日本女子大 横山 瑞季 40 工学院大 舩橋 恵利菜

111 千葉商大 菅原 琉楓 6 立正大 齊藤 寛人

112 お茶の水女大 長浜 百音 7 明学大 望月 蓮以

113 都立大 風間 秀人 8 東京農大 河尻 佳純

114 東洋大 関口 脩人 9 専修大学 北原 梨子

115 千葉大 田口 翔 10 都立大 神宮 滉 立順 所属団体 受付時間

116 慶應同好会 遠藤 凜子 11 東洋大 斎藤 寛 1 大阪大（院） 永野 優大

117 千葉大 石部 由季乃 12 専修大学 前田 壮太 2 東京農大 福田 将平

118 日本工業大 堀口 裕清 13 専修大学 島 歩夢 3 大阪大（院） 中村 君彦

119 横浜市大 高橋 みのり 14 千葉商大 常澄 ひまり 4 関西学院大 吉野 裕賀

120 東京歯科大 室町 理紗 15 専修大学 山田 帆夏

121 東洋大 柏 裕樹 16 工学院大 亀岡 大翔

122 東海大 鈴木 渓太 17 早稲田大 山野 桃果

123 立正大 露崎 さくら 18 桜美林大 永田 大海

124 東工大 釡木 豪 19 立正大 工藤 勝哉

125 東京歯科大 塩田 千津紀 20 東洋大 奥村 美菜

126 東京理科大 岡村 穂丘 21 都立大 秋田谷 友吾

127 東邦大医学部 北島　 諒悟 22 東京農大 本橋 真那

128 埼玉大 松本 昂大 23 工学院大 野田 悠翔

129 都立大 安田 圭介 24 淑徳大 原 愛汰

130 東京農大 川西 彩月 25 千葉商大 金子 茉優

131 都立大 風間 俊哉 26 成城大 和田 直樹

132 明海大 手塚　 博斗 27 成城大 狩野 直人

133 早稲田大学本陣 金矢 幸大 28 昭和大 池上 さゆり

134 芝浦工大 伊藤 みゅわ子 29 一橋大 深堀 つづみ

135 藤弓会 菊池 裕太郎 30 日本女子大 佐藤 ひかる

136 東京農業大学 稲原 稜士 31 東洋大 山口 周平

32 千葉商大 根上 海斗

33 上智大学 小熊 純月

34 千葉商大 大野 晴紀

35 都立大 江川 優花

令和４年度【学生】特別臨時中央審査会（１１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：１１月２７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

参段の部
氏名氏名 氏名

氏名

五段の部

四段の部

12:30～
13:00

14:30～
15:00

13:30～
14:00

14:30～
15:00

14:30～
15:00


