
令和４年６月１２日　東海連合審査（岐阜県）
五段の部  岐阜メモリアルセンター長良川弓道場　第1射場

143 酒井 貴子 岐阜
144 平野 良子 愛知

140 竹内 美紀 愛知
141 佐竹 桂子 愛知
142 宮田 久也 愛知

137 吉川 諒 愛知
138 増井 一之 静岡
139 田井 泰 愛知

134 林 美智子 愛知
135 堀部 ともみ 愛知
136 加藤 敏行 愛知

131 稲吉 英夫 愛知
132 尾関 亜弓 愛知
133 藤井 由紀子 愛知

128 加藤 美香子 岐阜
129 谷口 好正 愛知
130 伊藤 明子 静岡

125 北川 貴代子 三重
126 板谷 玲奈 愛知
127 岡部 里美 愛知

122 加納 亜矢子 愛知
123 酒井 悦子 静岡
124 杉岡 正一 三重

立順 氏　名 所属地連

121 山田 隆敏 愛知

119 大嶽 正 愛知
120 露木 由紀美 静岡

116 土平 陽介 愛知
117 加藤 広史 愛知
118 中村 純一 静岡

113 古川 朝子 愛知
114 石田 亘 岐阜
115 野田 美和 岐阜

110 加藤 美重子 岐阜
111 宇野 哲也 岐阜
112 保田 敬司 愛知

107 八木 ひふみ 静岡
108 西岡 泰成 三重
109 上田 雅巳 岐阜

104 堀嵜 博資 愛知
105 木村 輝久江 愛知
106 髙島 真由美 岐阜

101 春日 勇人 岐阜
102 稲吉 真須美 愛知
103 大石 幸昇 京都

98 木村 由美 愛知
99 都築 雅春 愛知
100 上原 みどり 静岡

95 酒井 克浩 岐阜
96 小池 美穂 三重
97 酒井 貞典 静岡

92 大田 勝利 愛知
93 土屋 砂織 愛知
94 安部 麻衣子 静岡
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91 山﨑 深由紀 三重
建治 岐阜

63 安藤 昭彦 岐阜
64 中森 秀暢 三重

60 鈴木 さち子 愛知

57 村田 俊康 愛知
58 森 理恵子 静岡
59 加藤 徹郎 愛知

54 廣田 和之 岐阜
55 吉田 英一 岐阜
56 市岡 敦司 岐阜

51 渡邉 一子 岐阜
52 網矢 栄三 静岡
53 加藤 聡子 岐阜

48 飯塚 美和 静岡
49 加藤 瑞基 愛知
50 NAPOLITANO LEANDRO 愛知

45 豊田 真規 岐阜
46 田中 仁美 岐阜
47 市川 繁美 岐阜

42 山下 昇馬 愛知
43 山羽 賢市 愛知
44 湧川 末雄 愛知

39 万田 真樹 岐阜
40 八木 清 静岡
41 小原 克夫 三重

36 鈴木 桐子 愛知
37 大福 晴香 愛知
38 渡會 芳行 岐阜

33 松本 和也 静岡
34 長田 順子 静岡
35 牧村 義和 岐阜
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31 志手 俊二 愛知
32 松久 智子 岐阜

88 山田 真理 愛知
89 田中 浩 愛知
90 入江 美讃 愛知

85 梅田 麻衣子 岐阜
86 笹野 智子 愛知
87 垣見 たみ子 静岡

82 嘉茂 貴之 三重
83 日野原 志満子 静岡
84 奥田 瑠華 岐阜

79 佐藤 拓海 愛知
80 浜中 準史 愛知
81 鎗居 光子 三重

76 松永 安太郎 愛知
77 小宮 充博 愛知
78 松井 純子 愛知

73 杉山 義明 岐阜
74 前田 文代 愛知
75 鈴木 亮二 愛知

70 中井 章子 愛知
71 伊藤 安輝子 愛知
72 池田 勝 静岡

67 正村 知穗 愛知
68 板倉 福美 愛知
69 笠井 大督 愛知

65 宮田 ゆかり 岐阜
66 古野 弥生 愛知
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61 髙羽 隆 愛知
62 倉石

29 佐藤 英樹 愛知
30 山田 波代 愛知

27 木村 陽 三重
28 南谷 由香子 岐阜

25 中山 玲子 愛知
26 新矢 真紀 愛知

23 吉良 幸之助 三重
24 森田 裕士 愛知

21 谷口 弥生 愛知
22 矢藤 衿弥 三重

19 加藤 一夫 岐阜
20 杉山 由香 愛知

17 前田 文男 愛知
18 保木 奈津子 岐阜

16 村中 嘉代子 愛知

14 中島 千穂 愛知
15 安達 初枝 愛知

12 髙栁 栄一 愛知
13 伊東 尚子 岐阜

10 上平 佳織 愛知
11 田中 有希子 愛知

8 小原 久直 愛知
9 清水 信孝 愛知

6 加藤 順子 愛知
7 貞池 敏子 愛知

4 渡邉 和音 愛知
5 市野 敏明 愛知

2 鈴木 康正 静岡
3 荒木 敬三 静岡

立順 氏　名 所属地連

1 大坪 正史 静岡


