
実施日：
会 場：

【日程】
8:45 運営委員集合。日程説明の後、会場設営
9:00 受審者受付開始（事前配布の来場時間帯に基づく）
9:15 審査員打合わせ
9:45 審査開始

種別（番号） 人数 種別（番号） 立数

9:00 ～ 9:20 無指定初段(  1 ～  25) 25 9:45 ～ 10:35 無指定(  1 ～  25) 5

10:10 ～ 10:30 無指定初段( 26 ～  50) 25 10:55 ～ 11:45 無指定( 26 ～  50) 5

11:20 ～ 11:40 無指定初段( 51 ～  67) 17 12:05 ～ 12:45 無指定( 51 ～  67) 4

12:40 ～ 13:00 初 段(101 ～ 120) 20 13:25 ～ 14:05 初 段(101 ～ 120) 4

13:40 ～ 14:00 初 段(121 ～ 140) 20 14:25 ～ 15:05 初 段(121 ～ 140) 4

107名 22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

受付・学科（レポート）提出時間

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。

時 間受付時間

学科（レポート）は受付へ提出ください。

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。

マスクは常時着用し、私語を慎みください。

昼 食 休 憩（40分）

行 射

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
堺市立初芝体育館弓道場



冬季審査 (無指定の部）  

番号 所   属 番号 所   属

1 藤本 琉生 堺 26 北村 都和 大阪大

2 西本 知生 関西大 27 青木 智也 大阪大

3 伊藤 汐里 関西大 28 奥名 楽人 電通大

4 倉田 梨真 関西大 29 田中 大輔 関西大

5 大江 達也 関西大 30 竹内 陽生 朝日

6 濵 志昂 関西大 31 齋藤 拓磨 歯科大

7 塚本 良大 関西大 32 山口 藍子 交野

8 坂本 賀津 堺 33 久島 聖子 ガス

9 秦 陽菜乃 関西大 34 金子 忠孝 豊中

10 徳永 陽平 関西大 35 藤木 登美子 吹田

11 福冨 ひかり 関西大 36 山川 由美子 万博

12 小川 明音 電通大 37 上田 泰郎 吹田

13 富田 真央 関西大 38 渡辺 尊子 吹田

14 田宮 颯人 桃山大 39 三明 静穂 高槻

15 川内 陽翔 桃山大 40 大瀧 輝代子 高槻

16 江﨑 将史 関西大 41 四方 未映 吹田

17 奥野 結衣 朝日 42 辻本 丈寛 万博

18 武内 杏奈 関西大 43 奥川 美奈子 高槻

19 平島 真歩 歯科大 44 角谷 秀樹 交野

20 槇山 莉央 府立大 45 福嶋 葉子 堺

21 今井 奏恵 朝日 46 野々原 久晴 ガス

22 中野 寧音 桑弓 47 細見 武世 堺

23 柴山 周 関西大 48 大國 智太郎 高槻

24 梶谷 美月 関西大 49 川辺 浩之 万博

25 大塚 希美 大教 50 坂本 洋子 万博

大阪府弓道連盟 

氏       名 氏       名受付時間

令和2年11月22日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

09:00～09:20

（25名）

受付時間

10:10～10:30

（25名）

大阪府弓道連盟 審査部



冬季審査 (無指定の部）  

番号 所   属 番号 所   属

大阪府弓道連盟 

氏       名 氏       名受付時間

令和2年11月22日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

受付時間

51 松原 浩子 万博

52 白石 章子 万博

53 田中 栄治 万博

54 谷本 誠 吹田

55 緒方 琴世 交野

56 楊 美由紀 高槻

57 西村 治也 岸和田

58 阿部 章彦 豊中

59 田村 一夫 岸和田

60 柏木 久美子 豊中

61 増田 猛 吹田

62 松永 博行 豊中

63 多田 修 吹田

64 國米 雄太 関西大

65 北口 敬子 豊中

66 田村 尚 万博

67 坂本 幸子 堺

11:20～11:40

（17名）

大阪府弓道連盟 審査部



冬季審査 (初段の部）  

番号 所   属 番号 所   属

101 眞下 朱音 桃山大 121 小川 澄雄 朝日

102 稲田 善文 電通大 122 内海 悠 堺

103 藤本 海斗 医科大 123 福井 佐知子 万博

104 森内 健士郎 医科大 124 佐藤 従子 万博

105 角谷 佳則 医科大 125 原田 美佐子 交野

106 河野 涼平 府立大 126 竹田 佳世 朝日

107 奥山 あかり 府立大 127 西浦 旬子 吹田

108 井上 善文 八尾 128 脇田 里代 堺

109 浦上 奈々 医科大 129 村上 俊之 高槻

110 薮本 悠治 朝日 130 大森 真澄 枚方

111 藤澤 佳奈 朝日 131 笠井 理英 吹田

112 樋口 剛久 八尾 132 ⾧岡 敬子 高槻

113 辻 由浩 住吉 133 木﨑 恵美子 高槻

114 前田 賢史 吹田 134 吉武 まり子 堺

115 安井 伊吹 府立大 135 岡本 さぎり 高槻

116 宮崎 希実子 岸和田 136 ⾧谷川 優子 吹田

117 寺田 春奈 岸和田 137 土屋 隆一郎 高槻

118 藤田 眞由美 加支多 138 折戸 千紘 関西大

119 北川 尚子 万博 139 浦西 美帆 電通大

120 石井 啓子 朝日 140 山田 尚也 交野

12:40～13:00

（20名）

13:40～14:00

（20名）

大阪府弓道連盟  令和2年11月22日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

氏       名 受付時間 氏       名 受付時間

大阪府弓道連盟 審査部


