
所属地連 行射時間 受付時間 所属地連 行射時間 受付時間

1 静岡 渡辺 純一 65 静岡 長橋 敦

2 愛知 佐原 穂紀 66 岐阜 酒井 克浩

3 静岡 稲垣 幸子 67 静岡 櫻井 雅彦

4 静岡 田中 千津子 68 静岡 内田 由利子

5 静岡 井上 順子 69 愛知 都築 雅春

6 岐阜 近藤 正道 70 愛知 青山 雄三

7 三重 田邉 真奈美 71 静岡 鈴木 良祐

8 静岡 遠藤 正利 72 静岡 八木 ひふみ

9 愛知 石田 洋子 73 愛知 保田 敬司

10 岐阜 市川 信道 74 静岡 朝比奈 麻紀

11 静岡 杉山 道子 75 愛知 丹下 百恵

12 愛知 中島 成晃 76 岐阜 宇都宮 諒

13 愛知 今泉 光宏 77 静岡 中村 純一

14 静岡 仁科 法子 78 静岡 勝間田 宏美

15 静岡 大坪 正史 79 愛知 加納 亜矢子

16 静岡 杉本 誠 80 静岡 八木 義人

17 長野 井出 遥 81 愛知 森松 伸雄

18 愛知 市野 敏明 82 静岡 清水 英治

19 愛知 貞池 敏子 83 静岡 小笠原 智恵子

20 愛知 堀川 美和子 84 愛知 板谷 玲奈

21 愛知 清水 信孝 85 岐阜 加藤 美香子

22 愛知 上平 佳織 86 静岡 伊藤 明子

23 愛知 角 茂昇 87 愛知 柴山 孝二

24 愛知 村中 嘉代子 88 愛知 林 美智子

25 静岡 岸 絵美 89 愛知 加藤 敏行

26 岐阜 加藤 一夫 90 愛知 樋田 誠実

27 愛知 谷口 弥生 91 静岡 髙橋 啓子

28 愛知 森田 裕士 92 静岡 松本 勝人

29 岐阜 臼木 大介 93 静岡 長房 利夫

30 岐阜 南谷 由香子 94 愛知 田井 泰

31 愛知 佐藤 英樹 95 愛知 佐竹 桂子

32 愛知 志手 俊二 96 静岡 鍋田 かおる

33 静岡 長田 順子 97 愛知 平野 良子

34 静岡 田中 三雄 98 岐阜 牧村 義和

35 愛知 鈴木 桐子 99 愛知 小畑 直子

36 岐阜 万田 真樹 100 愛知 蓮井 斉

37 岐阜 河瀬 基史

38 愛知 湧川 末雄

39 岐阜 市川 繁美

40 静岡 小中原 靖

41 岐阜 渡邉 一子

42 静岡 瀬戸口 幸枝

43 静岡 森 理恵子

44 静岡 鈴木 奈々

45 岐阜 安藤 昭彦

46 静岡 鈴木 扶美代

47 岐阜 宮田 ゆかり

48 静岡 川口 泰

49 静岡 杉山 朱美

50 静岡 髙橋 治

51 愛知 中井 章子

52 愛知 前田 文代

53 愛知 鈴木 亮二

54 愛知 松永 安太郎

55 三重 鎗居 光子

56 愛知 合田 清次

57 静岡 日野原 志満子

58 静岡 飯尾 千代子

59 岐阜 新實 樹

60 静岡 畑 久美

61 静岡 鈴木 秀夫

62 三重 山﨑 深由紀

63 静岡 鈴木 佑典

64 愛知 土屋 砂織

第　1　射　場

令和4年度[静岡県]東海連合審査会 立順および進行表

番号 氏　　名 番号 氏　　名

1

10:00

9：00～9：30

17

13:20

4 20

13:50

12:50～13：20

24

2 18

3 19

12:20～12：50

22

7 23

8

5

10:30

9:30～10：00

21

25

6

10:50～11：30

10

11

12

9

11:20

10:20～10：50

14

15

16

13

11:50


