
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 立順 所属地連 受付時間

1 茨城 松尾 一郎 31 千葉 鶴岡 眞澄 61 埼玉 大竹 洋子 91 栃木 石川 隆道

2 茨城 島田 嘉隆 32 愛知 矢島 悟朗 62 新潟 佐藤 剛 92 茨城 齊藤 尚武

3 東京第一 清水 麗 33 山形 福定 葉子 63 埼玉 簡野 肇平 93 神奈川 藤森 有美子

4 東京第一 高橋 修 34 静岡 梅原 みゆき 64 千葉 越川 千恵子 94 東京第三 山田 光矢

5 山形 荒木 清人 35 東京第二 鈴木 利夫 65 福島 山田 都子 95 静岡 梅原 賢二

6 埼玉 森 博子 36 愛知 向山 和宏 66 群馬 小金澤 準一 96 宮城 鈴木 章二

7 宮城 上野 和男 37 静岡 塚本 修 67 東京第二 杉田 和直 97 埼玉 内山 俊夫

8 群馬 白石 健二 38 長野 白井 昌美 68 千葉 北村 圭 98 千葉 福場 明彦

9 東京第二 田中 常浩 39 福島 遠藤 弘美 69 茨城 荒川 かつ子 99 東京第一 土屋 勝彦

10 福島 長谷川 静香 40 北海東部 淺野 愛子 70 栃木 大塚 芳市 100 宮城 永渕 丹

11 東京第三 中村 延枝 41 山梨 菊嶋 喜代子 71 東京第三 藤平 央子 101 茨城 角田 孝

12 埼玉 小島 修治 42 宮城 浦瀬 茂 72 神奈川 平山 典夫 102 埼玉 後藤 武夫

13 福島 鈴木 ジュン 43 群馬 鈴木 啓太 73 岩手 高橋 英子 103 東京第一 中本 聰

14 茨城 吉村 静華 44 福島 日比野 郁夫 74 福島 浦山 八重子 104 神奈川 日比野 利昭

15 東京第一 五賀 友継 45 茨城 谷越 敏彦 75 埼玉 神田 泰明 105 埼玉 日下 洋子

16 埼玉 齋藤 友三 46 新潟 加藤 可菜子 76 埼玉 中島 英一 106 福島 寺門 廣之

17 茨城 福地 信昭 47 大阪 村上 浩祥 77 東京第二 針谷 修子 107 福島 栗城 廣一

18 福島 新田 真菜 48 茨城 萩谷 明政 78 埼玉 森 芳史 108 東京第三 関谷 直也

19 群馬 佐々木 静野 49 栃木 平野 信明 79 福島 岡田 憲二 109 茨城 橋本 智子

20 福島 佐々木 真裕美 50 静岡 長谷川 靖高 80 青森 中西 睦子 110 茨城 石田 寛

21 東京第三 福島 淳史 51 群馬 大竹 初代 81 茨城 橋本 國治 111 新潟 柳沢 経介

22 宮城 先﨑 紀子 52 栃木 中島 清 82 宮城 伊藤 優子 112 福島 橘 比呂子

23 千葉 三瓶 義章 53 栃木 亀井 美智緒 83 愛知 内山 好 113 栃木 池澤 みどり

24 埼玉 杉山 明博 54 北海中央 竹山 紀子 84 埼玉 秋谷 正和 114 宮城 吉目木 正男

25 埼玉 森 半一郎 55 埼玉 吉田 兵吾 85 福島 吉田 恵子 115 山形 若松 寛之

26 埼玉 百木 節子 56 福島 草刈 一志 86 千葉 菅澤 繁樹

27 福島 千葉 香代 57 東京第三 佐々木 順子 87 宮城 古山 少吉郎

28 秋田 藤原 渉 58 神奈川 岡田 茂 88 埼玉 大熊 弘子

29 福島 菅野 恒光 59 神奈川 長田 和子 89 埼玉 並木 幸子

30 神奈川 高 英昌 60 青森 佐藤 直武 90 岩手 岩田 真由美

※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

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（１／７） 施行日：１０月２１日（金）　　　　 

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 
※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。

錬士の部

8:00～
8:30

9:30～
10:00

氏名 氏名 氏名 氏名

9:30～
10:00

11:20～
11:50

8:00～
8:30

11:20～
11:50



立順 所属地連 受付時間

116 東京第三 関 浩道

117 東京第三 千野 英雄

118 宮城 平 あつ子

119 栃木 黛 明日香

120 福島 大和田 美沙

121 栃木 坂本 宏

122 新潟 船見 讓

123 福島 吉野 達也

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 
※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。

錬士の部

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（２／７）

氏名

第一次審査通過者

13:10～
13:40

施行日：１０月２１日（金）　　　　 

※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 福島 佐藤 和弘 31 神奈川 佐藤 昌子

2 東京第二 粟野 茂 32 栃木 清水 寿夫 59 山形 目黒 尚

3 千葉 三浦 久美 33 岩手 伊藤 博之

4 宮城 徳満 秋男 34 青森 関 孝道

5 青森 林 春光 35 新潟 佐藤 由紀子

6 栃木 福田 ふみよ 36 福島 竹原 由美子

7 福島 髙橋 正剛 37 青森 小滝 純

8 長野 牧野 ふみ江 38 福島 元木 寛治

9 栃木 髙山 靜雄 39 茨城 萩野谷 綾子

10 宮城 飯山 雄介 40 埼玉 加藤 良子

11 東京第二 中橋 信子 41 埼玉 竹内 せき子

12 福島 蕪木 昌宏 42 栃木 君島 曜子

13 福島 三寄 悦子 43 千葉 浅野 登志夫

14 神奈川 井上 恭子 44 新潟 清田 優次

15 東京第二 宮川 睦子 45 栃木 小松 敬

16 新潟 小澤 幸子 46 神奈川 北爪 啓介

17 栃木 上沢 尚久 47 栃木 桑子 恵子

18 埼玉 清水 繁子 48 埼玉 島村 保男

19 秋田 加賀谷 良律 49 福島 木下 久美

20 東京第二 児矢野 美名子 50 秋田 伊藤 鉄哉

21 東京第三 水野 重之 51 青森 岸 恵理子

22 茨城 中井川 美枝子 52 福島 石原 孝夫

23 福島 中村 博 53 岩手 石川 正人

24 福島 安藤 久美子 54 宮城 沼倉 顕一

25 秋田 伊藤 泉 55 山形 中村 孝一

26 埼玉 平野 博幸 56 栃木 長島 章夫

27 青森 赤牛 文雄 57 神奈川 清水 正明

28 宮城 真壁 由美 58 山梨 標 衣枝

29 山形 遠藤 龍一

30 福島 小山 郁朗

※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

七段の部

17:05～
17:35

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（３／７）

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 

施行日：１０月２１日（金）　　　　 

第一次審査通過者

16:10～
16:40

15:00～
15:30

※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 立順 所属地連 受付時間

1 埼玉 森 典子 31 茨城 増尾 裕次 61 群馬 齋藤 利仁 91 東京第二 片山 多美子

2 新潟 吉澤 隆 32 埼玉 沼沢 睦美 62 埼玉 矢島 正男 92 神奈川 石田 咲江

3 宮城 松田 友視 33 埼玉 神 清貴 63 栃木 佐藤 美智子 93 静岡 竹雅 健介

4 宮城 武山 直史 34 埼玉 岩﨑 建次 64 栃木 三品 芳子 94 青森 長内 尚子

5 福島 村上 浩治 35 新潟 小林 雅昭 65 宮城 西城 亜矢 95 埼玉 堅木 由加

6 福島 大戸 康子 36 新潟 竹田 幸雄 66 千葉 松原 順子 96 埼玉 小林 ミワ

7 山形 奥山 真理子 37 埼玉 奈良 久美子 67 栃木 松本 幸子 97 埼玉 加藤 早苗

8 埼玉 松島 健登 38 茨城 赤澤 繁久 68 埼玉 大橋 千尋 98 埼玉 上原 正吉

9 宮城 久保田 和宏 39 新潟 小川 義行 69 石川 浅香 直美 99 神奈川 山田 信夫

10 山形 伊藤 汐織 40 埼玉 加藤 徹也 70 東京第一 山室 昌江 100 千葉 矢野 忠弘

11 山形 尾形 敬子 41 東京第一 大北 五月 71 埼玉 末廣 典明 101 埼玉 大野 宏之

12 福島 湯口 直 42 青森 三上 保彦 72 東京第二 木村 佐和恵 102 埼玉 遠藤 則子

13 福島 諏訪間 智美 43 福島 折笠 成基 73 東京第一 増田 道明 103 東京第一 石井 智子

14 長野 塚田 滉巳 44 栃木 塩川 薫 74 埼玉 渡部 伸二 104 千葉 冨樫 敏明

15 群馬 前野 嘉裕 45 栃木 鈴木 智子 75 秋田 佐藤 千代 105 埼玉 星 修身

16 茨城 木村 薫 46 神奈川 児玉 望 76 東京第二 松原 忠策 106 神奈川 日光 龍子

17 栃木 内藤 一廣 47 埼玉 中村 康代 77 神奈川 小池 幸子 107 東京第二 木村 義男

18 茨城 下津 隆明 48 神奈川 小黒 祥子 78 栃木 関口 紀子 108 福島 松岡 育

19 埼玉 田村 節子 49 神奈川 住田 靖枝 79 岩手 八重樫 昌治 109 静岡 山本 ふさ江

20 福島 佐藤 和也 50 栃木 伏谷 浩子 80 山形 阿部 文男 110 東京第三 水谷 クニ子

21 宮城 伏見 佳奈子 51 茨城 豊崎 晋也 81 福島 平子 光雄 111 千葉 長谷部 篤史

22 山形 伊藤 順一 52 千葉 猿田 明 82 埼玉 吉嶺 暢嗣 112 東京第三 稲田 暢文

23 福島 鈴木 律子 53 栃木 福田 悦子 83 栃木 広瀬 祥子 113 埼玉 沼倉 光広

24 東京第二 國司 学 54 埼玉 水内 美江子 84 千葉 井出 浩太郎 114 茨城 大谷 靜枝

25 青森 馬場 秋雄 55 群馬 吉田 むつみ 85 新潟 傳 嘉夫 115 群馬 鈴木 千陽

26 群馬 山口 裕子 56 栃木 本田 薫 86 神奈川 川田 翠 116 東京第一 木島 弘樹

27 静岡 上村 真理 57 埼玉 中 唯志 87 栃木 二渡 和美 117 東京第三 吉田 順子

28 栃木 小間 智子 58 埼玉 小島 克之 88 埼玉 山田 昇 118 東京第一 伊藤 道子

29 埼玉 小林 亜希子 59 福島 須藤 千尋 89 埼玉 小堀 充久 119 福島 横山 隆俊

30 埼玉 二宮 一広 60 埼玉 栗谷 エミ 90 埼玉 郷間 裕子 120 宮城 畠山 桂子

※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

8:00～
8:30

8:00～
8:30

9:30～
10:00

11:20～
11:50

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（４／７） 施行日：１０月２２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：郡山総合運動公園開成山弓道場 

錬士の部
氏名 氏名

11:20～
11:50

12:40～
13:10

9:30～
10:00

氏名 氏名



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

121 新潟 阪本 春美 151 東京第三 大木 信男

122 千葉 山本 明夫 152 栃木 中島 美子 173 東京第一 戴 俊倫

123 茨城 河野 康子 153 東京第三 松田 利之 174 埼玉 石田 哲也

124 宮城 松森 昭子 154 埼玉 関根 廣子 175 埼玉 亀沢 光治

125 神奈川 服部 弥生 155 宮城 山田 高子 176 神奈川 石川 真澄

126 群馬 小此木 良江 156 宮城 清野 道子 177 埼玉 浅倉 修

127 新潟 横山 裕樹 157 埼玉 大竹 啓介 178 茨城 大岡 健司

128 神奈川 護得久 英子 158 新潟 丸山 明美 179 東京第三 中山 理恵

129 千葉 鈴木 康之 159 埼玉 大賀 久史 180 神奈川 野口 佳江

130 群馬 藤田 隆子 160 千葉 井上 満 181 群馬 池田 孝之

131 神奈川 伊藤 義晴 161 茨城 𠮷澤 伸二 182 埼玉 瀬戸 美代子

132 栃木 小谷 まゆみ 162 千葉 笹本 和俊 183 東京第三 笠井 浩子

133 静岡 大村 三恵子 163 新潟 加藤 圭子 184 茨城 岡見 伸行

134 茨城 上馬 英子 164 茨城 廣木 豊 185 埼玉 小山 徹

135 神奈川 安部 秀 165 秋田 伊藤 由佳子

136 福島 西牧 泰則 166 神奈川 斎藤 則行

137 神奈川 服部 昭雄 167 埼玉 寳田 初美

138 茨城 瀬端 裕子 168 神奈川 坂本 登美子

139 福島 野邊 良太 169 岐阜 高橋 剛

140 埼玉 清水 浩 170 東京第二 中川 裕美子

141 千葉 森岡 伸光 171 新潟 阿部 守

142 神奈川 竹本 倫子 172 神奈川 宮下 克己

143 神奈川 土岐 征彦

144 埼玉 稲垣 賢治

145 茨城 小林 文子

146 群馬 久保 悦朗

147 岩手 岩渕 乃江

148 宮城 細山 眞貴

149 栃木 佐藤 裕子

150 東京第二 倉上 勉

第一次審査通過者

※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

12:40～
13:10

13:50～
14:20

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 

氏名 氏名 氏名

錬士の部

※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。

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（５／７）

13:50～
14:20

15:35～
16:05

施行日：１０月２２日（土）　　　　 

Highlight



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 立順 所属地連 受付時間

1 福島 折笠 成基 31 岩手 阿部 敏孝 61 埼玉 三池 和博 91 東京第三 二瓶 美樹子

2 福島 渡辺 かおる 32 茨城 石川 直人 62 埼玉 北村 邦男 92 東京第三 福島 幹子

3 福島 佐藤 友哉 33 茨城 野口 朋之 63 埼玉 松永 芳栄 93 群馬 山田 悦子

4 群馬 浅野 浩之 34 福島 白石 とし子 64 東京第一 矢島 英明 94 栃木 坂本 愛子

5 千葉 野口 利昭 35 千葉 森岡 智子 65 神奈川 永野 賢行 95 福島 金成 恭一

6 宮城 鶴野 大樹 36 東京第三 畑 善文 66 栃木 朝倉 惠美子 96 宮城 伊藤 睦

7 岩手 泉 智仁 37 茨城 新川 広毅 67 埼玉 中島 幸子 97 千葉 髙野 克明

8 茨城 大金 勉 38 東京第三 橋本 岳 68 宮城 佐藤 哲也 98 千葉 髙野 和枝

9 茨城 野口 久 39 群馬 植原 忠勝 69 東京第三 中井 仁彦 99 群馬 荒瀬 由美

10 神奈川 川﨑 雅子 40 岩手 小川 宏 70 岩手 千田 晃 100 群馬 阿久澤 祐也

11 茨城 簱 美環 41 秋田 兎澤 悦雄 71 宮城 佐藤 一男 101 福島 二階堂 葉子

12 東京第三 久保田 幸男 42 神奈川 岩村 万里 72 岩手 柏木 昌夫 102 埼玉 吉田 惠美子

13 静岡 江間 紀子 43 千葉 植田 賢治 73 岩手 柏木 百佳子 103 神奈川 安田 憲二

14 千葉 鍵和田 義廣 44 群馬 郷 信一 74 千葉 岡田 淳子 104 茨城 石田 昌嗣

15 群馬 田島 則雄 45 埼玉 菊地 利夫 75 埼玉 井上 まり子 105 栃木 分須 幹仁

16 東京第三 森口 稔 46 静岡 片山 文夫 76 埼玉 荒井 勝明 106 福島 三星 リイ子

17 神奈川 芹澤 薫 47 埼玉 山岸 繭子 77 新潟 小山 絵理 107 千葉 神田 泰宏

18 栃木 羽田 聖子 48 東京第三 藤岡 圭子 78 埼玉 風間 健次 108 青森 有馬 麻衣

19 東京第三 小峰 佳奈子 49 神奈川 小林 正裕 79 新潟 竹石 至 109 栃木 茂木 澄子

20 群馬 楢原 隆雄 50 千葉 遠藤 良子 80 埼玉 新井 満 110 茨城 柴山 純子

21 埼玉 青木 豊 51 埼玉 吉田 和美 81 岩手 佐藤 峻太 111 栃木 小磯 惠美子

22 群馬 渡部 安希子 52 埼玉 鈴木 愼一 82 青森 成田 王仁 112 茨城 宮田 はるみ

23 群馬 天野 彰 53 新潟 小林 正勝 83 青森 三浦 慎太郎 113 新潟 泉 直太

24 北海中央 江尻 憲治 54 岩手 高橋 昂大 84 東京第二 高田 弥生 114 東京第三 長岡 秀代

25 宮城 佐久間 隆郎 55 青森 笹川 有貴 85 東京第三 奥島 さち子 115 栃木 浅野 雄太

26 山形 橋本 愛加 56 茨城 新川 喜美子 86 埼玉 落合 正規 116 東京第二 蕪木 佳代子

27 新潟 渡辺 義彦 57 千葉 中村 明子 87 千葉 金子 進 117 神奈川 秦 一夫

28 愛知 長谷川 真由 58 東京第一 岩渕 良一 88 諸外国 ルイーズ ステファン 118 東京第三 川添 秀和

29 茨城 小沼 隆史 59 栃木 隅内 俊光 89 埼玉 大貫 友絵 119 埼玉 福島 佳子

30 福島 岩渕 俊之 60 茨城 宇留野 純平 90 神奈川 奥野 和雄 120 青森 三浦 恭子

※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

施行日：１０月２３日（日）　　　　 

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 

氏名

11:20～
11:50

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（６／７）

氏名

8:00～
8:30

11:20～
11:50

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

六段の部
氏名

9:30～
10:00

8:00～
8:30

9:30～
10:00



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

121 新潟 山賀 隆之 151 茨城 宮下 文子 181 群馬 原田 孝夫

122 福島 鈴木 富美枝 152 新潟 菊地 由紀子 182 秋田 柴田 孝博

123 福島 戸澤 令子 153 埼玉 松田 信一 183 新潟 中村 正彦

124 東京第二 本郷 朝子 154 神奈川 土田 明子 184 福島 森田 紘造

125 山形 花輪 由美 155 埼玉 三浦 淑子 185 青森 中平 修富

126 千葉 前田 由美 156 青森 武部 満子 186 東京第三 沼澤 朋子

127 東京第三 長谷川 トシ子 157 千葉 鈴木 とみ子 187 埼玉 川口 光弘

128 新潟 工藤 真人 158 栃木 髙山 光 188 埼玉 足立 優子

129 埼玉 石川 宏 159 茨城 齋藤 ミユキ 189 宮城 高橋 雄美

130 岩手 藤田 直樹 160 山形 菊地 英光 190 神奈川 安田 修

131 岩手 髙田 広士 161 福島 佐藤 高子 191 秋田 石田 隆一

132 埼玉 目黒 千恵子 162 東京第一 植原 信義 192 山形 大場 美恵子

133 千葉 中嶋 美恵子 163 東京第三 仁藤 美保 193 新潟 佐藤 芳男

134 埼玉 杉山 浩子 164 茨城 宇佐美 章 194 茨城 廣木 栄則

135 新潟 田村 善浩 165 山形 遠藤 秀一 195 新潟 山本 和子

136 千葉 幸田 孝一郎 166 山形 小久保 広信 196 新潟 丸山 欣一

137 千葉 古澤 範幸 167 神奈川 出口 宏光 197 岩手 朝岡 光男

138 栃木 髙山 幸子 168 福島 香西 きよ子

139 東京第三 原 真澄 169 宮城 数馬 泉

140 東京第一 鈴木 実 170 群馬 松井 桂子

141 埼玉 大樂 真健 171 群馬 渋沢 明

142 茨城 高松 清 172 茨城 櫛田 浩平

143 埼玉 大内 有紀江 173 福島 清水 浩一

144 埼玉 鈴木 和子 174 東京第一 篠花 明美

145 埼玉 大塚 経子 175 栃木 阿久井 正夫

146 埼玉 設楽 謙二 176 福島 青山 すみ子

147 埼玉 松田 寿子 177 福島 渡邊 千秋

148 栃木 相場 克司 178 群馬 青木 廣行

149 茨城 鈴木 裕美 179 群馬 中村 敬一

150 茨城 立山 たみ子 180 埼玉 林 美重子

氏名 氏名 氏名

施行日：１０月２３日（日）　　　　 

会場：郡山総合運動公園開成山弓道場 

令和４年度【東北地区】臨時中央審査会受審者受付時間（７／７）

※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。

14：20～
14：50

※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

六段の部

12：50～
13：20

14：20～
14：50

12：50～
13：20


