
2020 年 11 月 23 日 

 

 

令和２年度 大阪府弓道連盟 冬季審査の結果について 

 

大阪府弓道連盟 

審査部 

 

 さる、11 月 22 日に実施しました冬季審査の結果について別紙の通りお知らせいたします。 

 ついては、貴クラブ所属の該当者には、本人にご連絡の上、クラブ毎で纏めて、下記の銀行に振込み

にて期日までにお支払下さい。なお、振込手数料は各クラブでご負担下さい。 

 

 

記 

 

登録料の振込先 

 みずほ銀行難波支店 普通預金 口座番号１２４７２７４ 

 口座名義 「大阪府弓道連盟」 

 

 お願い：振込者名は貴クラブ名・お名前を併記して下さい。 

 

振込み期日：令和２年１２月４日（金） 

 

 

以上 

  



（別添１／４） 

 

無指定の部の審査結果  ２級：３名、１級：40 名、初段：22 名 

 

受審番号 氏 名 所属 審査結果 

1 藤本 琉生 堺 １級 

2 西本 知生 関西大 初段 

3 伊藤 汐里 関西大 初段 

4 倉田 梨真 関西大 １級 

5 大江 達也 関西大 １級 

6 濵 志昂 関西大 １級 

7 塚本 良大 関西大 １級 

8 坂本 賀津 堺 １級 

9 秦 陽菜乃 関西大 １級 

10 徳永 陽平 関西大 １級 

11 福冨 ひかり 関西大 ２級 

12 小川 明音 電通大 １級 

13 富田 真央 関西大 初段 

14 田宮 颯人 桃山大 初段 

15 川内 陽翔 桃山大 １級 

16 江﨑 将史 関西大 １級 

17 奥野 結衣 朝日 １級 

19 平島 真歩 歯科大 １級 

20 槇山 莉央 府立大 初段 

21 今井 奏恵 朝日 初段 

22 中野 寧音 府立大 １級 

23 柴山 周 関西大 初段 

24 梶谷 美月 関西大 １級 

25 大塚 希美 大教 １級 

26 北村 都和 大阪大 ２級 

27 青木 智也 大阪大 １級 

28 奥名 楽人 電通大 １級 

29 田中 大輔 関西大 初段 

30 竹内 陽生 朝日 １級 

31 齋藤 拓磨 歯科大 １級 

32 山口 藍子 交野 １級 

33 久島 聖子 ガス １級 

34 金子 忠孝 豊中 初段 

35 藤木 登美子 吹田 １級 

受審番号 氏 名 所属 審査結果 

36 山川 由美子 万博 １級 

37 上田 泰郎 吹田 １級 

38 渡辺 尊子 吹田 初段 

39 三明 静穂 高槻 １級 

40 大瀧 輝代子 高槻 １級 

41 四方 未映 吹田 １級 

42 辻本 丈寛 万博 １級 

43 奥川 美奈子 高槻 １級 

44 角谷 秀樹 交野 １級 

45 福嶋 葉子 堺 初段 

46 野々原 久晴 ガス 初段 

47 細見 武世 堺 １級 

49 川辺 浩之 万博 １級 

50 坂本 洋子 万博 ２級 

51 松原 浩子 万博 初段 

52 白石 章子 万博 １級 

53 田中 栄治 万博 １級 

54 谷本 誠 吹田 初段 

55 緒方 琴世 交野 １級 

56 楊 美由紀 高槻 １級 

57 西村 治也 岸和田 初段 

58 阿部 章彦 豊中 初段 

59 田村 一夫 岸和田 初段 

60 柏木 久美子 豊中 初段 

61 増田 猛 吹田 初段 

62 松永 博行 豊中 初段 

63 多田 修 吹田 １級 

64 國米 雄太 関西大 初段 

65 北口 敬子 豊中 １級 

66 田村 尚 万博 １級 

67 坂本 幸子 堺 初段 



（別添２／４） 

 

初段の部の審査結果  合格者：33 名 

 

受審番号 氏 名 所属 

102 稲田 善文 電通大 

103 藤本 海斗 医科大 

104 森内 健士郎 医科大 

106 河野 涼平 府立大 

108 井上 善文 八尾 

109 浦上 奈々 医科大 

110 薮本 悠治 朝日 

112 樋口 剛久 八尾 

113 辻 由浩 住吉 

114 前田 賢史 吹田 

115 安井 伊吹 府立大 

116 宮崎 希実子 岸和田 

118 藤田 眞由美 加支多 

119 北川 尚子 万博 

120 石井 啓子 朝日 

121 小川 澄雄 朝日 

123 福井 佐知子 万博 

124 佐藤 従子 万博 

125 原田 美佐子 交野 

126 竹田 佳世 朝日 

127 西浦 旬子 吹田 

128 脇田 里代 堺 

129 村上 俊之 高槻 

130 大森 真澄 枚方 

131 笠井 理英 吹田 

132 ⾧岡 敬子 高槻 

133 木﨑 恵美子 高槻 

134 吉武 まり子 堺 

135 岡本 さぎり 高槻 

136 ⾧谷川 優子 吹田 

137 土屋 隆一郎 高槻 

138 折戸 千紘 関西大 

140 山田 尚也 交野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別添３／４） 

 

弐段の部の審査結果  合格者：50 名 

 

受審番号 氏 名 所属 

201 南正覺 鈴果 桃山大 

202 森口 渓太郎 関西大 

203 西本 有沙 府立大 

204 酒井 美咲 関西大 

205 村上 海地 電通大 

207 柴田 妃菜 関西大 

208 中井 美里 関西大 

209 清水 亮 関西大 

210 武田 結花 大阪大 

211 永森 結祐 関西大 

213 上田 匠 万博 

215 岡野 克司 住吉 

218 弓田 五十次 岸和田 

220 ミュンツナー ウルリケ 吹田 

222 土井 菜々子 府立大 

223 清水 博祐 医科大 

224 中 太輝 高津 

226 足立 祐子 茨木 

231 村田 三津子 朝日 

232 門阪 有紀子 交野 

233 善村 玲子 岸和田 

234 高光 良和 住吉 

235 関本 牧子 高槻 

236 福井 則夫 高津 

237 久 直輝 電通大 

238 福留 龍司 薬科大 

239 杢三 智美 堺 

240 東 佳代 高槻 

241 大田 龍夫 万博 

242 北濃 一葉 朝日 

243 陶山 桜良 朝日 

244 北口 晴揮 吹田 

245 小田 剛司 堺 

受審番号 氏 名 所属 

246 青木 まゆみ 豊中 

247 藤井 淳 朝日 

248 濵田 伸子 吹田 

250 中川 佳代子 高槻 

251 野口 房子 枚方 

252 内海 鈴 朝日 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（別添４／４） 

 

参段の部の審査結果  合格者：24 名 

 

受審番号 氏 名 所属 

302 井田 日向代 関西大 

304 大久保 寛 教育大 

306 庄田 陽香 大阪大 

307 豊田 敦士 大阪大 

310 中村 君彦 大阪大 

311 秋月 孝太 大阪大 

312 西浦 大介 吹田 

328 西山 掌 吹田 

329 福島 理絵 万博 

332 葛原 裕美子 堺 

334 藤岡 桃歌 電通大 

336 假屋 みずき 豊中 

337 福田 結衣子 堺 

338 八反田 幸子 茨木 

361 大手 虹歩 大阪大 

362 大谷 真砂子 豊中 

363 佐瀬 星斗 高津 

366 猪飼 光子 茨木 

367 古賀 惠美子 高槻 

371 山内 修平 高津 

372 丹羽 寛 朝日 

373 金田 寿彦 加支多 

375 足川 由香理 高槻 

378 鳥井 雅彦 吹田 

 

 

 

 

 

 

四段の部の審査結果  合格者：12 名 

 

受審番号 氏 名 所属 

405 雜賀 留美 吹田 

409 舟島 直樹 住吉 

411 重安 浩吏 ガス 

422 久保田 正男 高槻 

423 西村 大樹 吹田 

438 杉山 寧子 交野 

442 若松 裕子 豊中 

453 織井 史郎 吹田 

458 田原 健三 万博 

462 上田 雅清 枚方 

463 武田 和敏 豊中 

465 大西 隆 高槻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


