
実施日：
会 場：

【日程】
8:30 運営委員集合。日程説明の後、会場設営
8:45 受審者受付開始（事前配布の来場時間帯に基づく）
9:00 審査員打合わせ
9:30 審査開始

種別（番号） 人数 種別（番号） 立数

8:45 ～ 9:05 弐段(201 ～ 225) 25 9:30 ～ 10:20 弐段(201 ～ 225) 5

9:55 ～ 10:15 弐段(226 ～ 250) 25 10:40 ～ 11:30 弐段(226 ～ 250) 5

11:05 ～ 11:25 弐段(251 ～ 268) 18 11:50 ～ 12:30 弐段(251 ～ 268) 4

12:25 ～ 12:45 参段(301 ～ 325) 25 13:10 ～ 14:00 参段(301 ～ 325) 5

13:35 ～ 13:55 参段(326 ～ 350) 25 14:20 ～ 15:10 参段(326 ～ 350) 5

118名 24立

＊注意事項

① 可能な限り弓道衣で来館ください。

②

③

④

⑤

⑥

学科（レポート）は受付へ提出ください。

大阪府弓道連盟 令和２年度 冬季審査
実施日程

令和2年11月22日
万博記念公園弓道場

行 射受付・学科（レポート）提出時間
時 間受付時間

入館時は受付で検温、健康チェックし、退館時も受付で退館時間を記録します。

昼 食 休 憩（40分）

マスクは常時着用し、私語を慎みください。

行射時のマスク着用可です。第一控でマスクを外す場合はご自身で保管ください。

行射審査は「審査における行射の要領（５人立の場合）」で行います。

行射審査で欠員が生じた場合、時間枠の立数の中で前に詰めて実施します。

行射終了後は、弓具を確認の上、速やかに受付に申し出て退館ください。

以上、ご協力をお願いします。



冬季審査 (弐段の部）  

番号 所   属 番号 所   属

201 南正覺 鈴果 桃山大 226 足立 祐子 茨木

202 森口 渓太郎 関西大 227 上野 真紀子 豊中

203 西本 有沙 府立大 228 山口 由紀子 高槻

204 酒井 美咲 関西大 229 西本 香 高槻

205 村上 海地 電通大 230 雜賀 康幸 高槻

206 伊藤 あかり 大阪大 231 村田 三津子 朝日

207 柴田 妃菜 関西大 232 門阪 有紀子 交野

208 中井 美里 関西大 233 善村 玲子 岸和田

209 清水 亮 関西大 234 高光 良和 住吉

210 武田 結花 大阪大 235 関本 牧子 高槻

211 永森 結祐 関西大 236 福井 則夫 高津

212 村上 剛義 医科大 237 久 直輝 電通大

213 上田 匠 万博 238 福留 龍司 薬科大

214 藤原 紗和 茨木 239 杢三 智美 堺

215 岡野 克司 住吉 240 東 佳代 高槻

216 安達 京 住吉 241 大田 龍夫 万博

217 野首 光男 岸和田 242 北濃 一葉 朝日

218 弓田 五十次 岸和田 243 陶山 桜良 朝日

219 古川 欣二 豊中 244 北口 晴揮 吹田

220 ミュンツナー ウルリケ 吹田 245 小田 剛司 堺

221 林 絹子 府立大 246 青木 まゆみ 豊中

222 土井  菜々子 府立大 247 藤井 淳 朝日

223 清水 博祐 医科大 248 濵田 伸子 吹田

224 中 太輝 高津 249 城野 美和 枚方

225 木村 若菜 朝日 250 中川 佳代子 高槻

受付時間

09:55～10:15

（25名）

令和2年11月22日 会場：万博記念公園弓道場大阪府弓道連盟 

氏       名 氏       名受付時間

08:45～09:05

（25名）

大阪府弓道連盟 審査部



冬季審査 (弐段の部）  

番号 所   属 番号 所   属 受付時間

令和2年11月22日 会場：万博記念公園弓道場大阪府弓道連盟 

氏       名 氏       名受付時間

251 野口 房子 枚方

252 内海 鈴 朝日

253 神田 萌花 電通大

254 城野 遥 医科大

255 松本 ふみの 大阪大

256 木口 史則 豊中

257 福田 暉 桃山大

258 益田 結佳 電通大

259 和田 恭太郎 吹田

260 河村 智子 高槻

261 岸 孝子 吹田

262 大石橋 又平 交野

263 末岡 努 堺

264 村端 めぐみ 万博

265 井上 萌々 堺

266 北田 淑子 朝日

267 荒瀬 緑 万博

268 岡成 喜一 吹田

11:05～11:25

（18名）

大阪府弓道連盟 審査部



冬季審査 (参段の部）  

番号 所   属 番号 所   属

301 内海 明音 桃山大 326 片井 麻友美 吹田

302 井田 日向代 関西大 327 三宅 聡美 豊中

303 東 佐祐里 医科大 328 西山 掌 吹田

304 大久保 寛 教育大 329 福島 理絵 万博

305 大林 直輝 医科大 330 坂本 香江子 朝日

306 庄田 陽香 大阪大 331 西 泉 堺

307 豊田 敦士 大阪大 332 葛原 裕美子 堺

308 布施 朱理 医科大 333 上田 くに子 岸和田

309 坂本 圭悟 府立大 334 藤岡 桃歌 電通大

310 中村 君彦 大阪大 335 豊田 秀雄 高津

311 秋月 孝太 大阪大 336 假屋 みずき 豊中

312 西浦 大介 吹田 337 福田 結衣子 堺

313 鷹橋 多恵 茨木 338 八反田 幸子 茨木

314 塩見 勝弥 高槻 339 渋谷 芳雄 豊中

315 服部 圭一郎 医科大 340 鳴澤 隆誓 大阪大

316 川上 弘絵 住吉 341 堀 奈美 枚方

317 和泉原 匠 豊中 342 庄司 真理子 吹田

318 濱本 義治 豊中 343 大薮 加奈子 万博

319 髙林 太玖弥 万博 344 池田 佳広 茨木

320 泉 恵理子 朝日 345 東野 彰 ガス

321 中村 志保 高槻 346 夏目 光基 大阪大

322 角田 善孝 豊中 347 濱岡 順子 万博

323 永易 洋子 吹田 348 木村 修一 朝日

324 平井 敏行 吹田 349 草薙 祥二 朝日

325 大西 美帆 医科大 350 福永 和順 朝日

受付時間

13:35～13:55

（25名）

令和2年11月22日 会場：万博記念公園弓道場大阪府弓道連盟 

氏       名 氏       名受付時間

12:25～12:45

（25名）

大阪府弓道連盟 審査部


