
退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

1 上田 さくら 交野

2 福島 実和子 交野

3 松原 叶 交野

4 松浦 幸希 交野

5 小濵 奈美 交野

6 稲葉 圭太 府立大

7 萩野 晃太 関西大

8 中辻 愛衣子 関西大

9 宮地 龍一 府立大

10 宮嶋  優子 関西大

11 山本 千鶴 府立大

12 井谷 健大 府立大

13 森本 修一 関西大

14 吉川 英佑 関西大

15 下田 美里 関西大

16 上田 啓斗 府立大

17 安田 綺夏 芸術大

18 宮崎 洋輔 住吉

19 井木 恵 吹田

20 中嶋 真梨子 吹田

令和3年3月14日 会場：堺市立初芝体育館弓道場大阪府弓道連盟 春季審査(無指定の部）  

9:15～9:35

（20名）

入館
番号 氏       名 受付時間所   属

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

令和3年3月14日 会場：堺市立初芝体育館弓道場大阪府弓道連盟 春季審査(無指定の部）  

入館
番号 氏       名 受付時間所   属

21 山田 美智 吹田

22 山川 拓也 吹田

23 峯尾 静香 吹田

24 今井 洋子 堺

25 平山 聖 堺

26 大國 智太郎 高槻

27 福田 秀仁 住吉

28 安田 寿賀 朝日

29 谷和 順子 堺

30 川口 眞理子 吹田

31 森 千佳子 吹田

32 坂本 明 住吉

33 福冨 ひかり 関西大

10:05～10:25

（13名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

101 藤本 琉生 堺

102 倉田 梨真 関西大

103 大江 達也 関西大

104 濵  志昂 関西大

105 坂本 賀津 堺

106 秦 陽菜乃 関西大

107 小川 明音 電通大

108 奥野 結衣 朝日

109 平島 真歩 歯科大

110 大塚 希美 大教

111 奥名 楽人 電通大

112 山口 藍子 交野

113 久島 聖子 ガス

114 藤木 登美子 吹田

115 山川 由美子 万博

116 上田 泰郎 吹田

117 三明 静穂 高槻

118 大瀧 輝代子 高槻

119 四方 未映 吹田

120 辻本 丈寛 万博

10:45～11:05

（20名）

大阪府弓道連盟 春季審査(初段の部）   令和3年3月14日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

大阪府弓道連盟 春季審査(初段の部）   令和3年3月14日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

121 奥川 美奈子 高槻

122 細見 武世 堺

123 川辺 浩之 万博

124 白石 章子 万博

125 田中 栄治 万博

126 緒方 琴世 交野

127 楊 美由紀 高槻

128 田村 尚 万博

129 多田 修 吹田

130 角谷 佳則 医科大

131 奥山 あかり 府立大

132 施 雨婷 府立大

133 寺田 春奈 岸和田

134 内海 悠 堺

135 若松 仁美 茨木

136 川邊 恵 茨木

137 浦西 美帆 電通大

12:05～12:25

（17名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

201 宮本 紗衣 関西大

202 大畑 臣悟 府立大

203 藤原 紗和 茨木

204 安達 京 住吉

205 野首 光男 岸和田

206 古川 欣二 豊中

207 林 絹子 府立大

208 木村 若菜 朝日

209 上野 真紀子 豊中

210 西本 香 高槻

211 雜賀 康幸 高槻

212 松田 菜緒 万博

213 中尾 友海 芸術大

214 地中 まさ子 吹田

215 河村 智子 高槻

216 岸 孝子 吹田

217 大石橋 又平 交野

大阪府弓道連盟 春季審査(弐段の部）   令和3年3月14日 会場：万博記念公園弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

9:15～9:35

（17名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

301 萱室 まどか 高津

302 塩見 勝弥 高槻

303 川上 弘絵 住吉

304 和泉原 匠 豊中

305 庄司 弘子 茨木

306 中村 志保 高槻

307 石田 公子 高槻

308 永易 洋子 吹田

309 平井 敏行 吹田

310 大西 美帆 医科大

311 五十嵐 麻佑子 朝日

312 片井 麻友美 吹田

313 三宅 聡美 豊中

314 坂本 香江子 朝日

315 西 泉 堺

316 上田 くに子 岸和田

317 豊田 秀雄 高津

318 渋谷 芳雄 豊中

319 庄司 真理子 吹田

320 大薮 加奈子 万博

321 池田 佳広 茨木

322 山本 みちる 吹田

323 新田 敏 住吉

324 木村 修一 朝日

325 草薙 祥二 朝日

10:00～10:25

（25名）

大阪府弓道連盟 春季審査(参段の部）   令和3年3月14日 会場：万博記念公園弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

大阪府弓道連盟 春季審査(参段の部）   令和3年3月14日 会場：万博記念公園弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

326 福永 和順 朝日

327 奥野 眞智子 府立大

328 田中 孝治 茨木

329 立花 美香 豊中

330 古川 禮子 高槻

331 坂田 恵子 朝日

332 木津 教子 真和

333 上山 恵子 万博

334 高島 淳 万博

335 永田 綾乃 豊中

336 井上 善博 ガス

337 西林 郷 茨木

338 伊庭 みく 芸術大

339 浅野 佳世子 ガス

340 山中 恵実 吹田

341 小林 香苗 高槻

342 滝井 計欣 八尾

11:05～11:25

（17名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

401 稲森 久美子 茨木

402 坂上 邦子 豊中

403 大野 道和 堺

404 土山 光香 住吉

405 今泉 光宏 高津

406 今井 朋子 豊中

407 西川 幸子 交野

408 和田 さゆり ガス

409 脇 拓臣 住吉

410 橋本 智彰 豊中

411 皆川 隆平 高津

412 藤川 和弘 高津

413 北濃 幹人 朝日

414 大倉 尚 豊中

415 和泉原 季子 豊中

416 松本 郁夫 豊中

417 寺迫 正廣 堺

418 大倉 裕佳子 豊中

419 大薄 明美 茨木

420 橋本 洋 高槻

421 廣野 直哉 茨木

422 近藤 容子 高槻

423 河村 信 高槻

424 近野 正広 高槻

425 山本 雅司 高槻

大阪府弓道連盟 春季審査(四段の部）   令和3年3月14日 会場：大阪城弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

9:40～10:05

（25名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

大阪府弓道連盟 春季審査(四段の部）   令和3年3月14日 会場：大阪城弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

426 和田 学 堺

427 井上 徹 高津

428 松下 さち 真和

429 福島 愛子 豊中

430 坂口 亜希子 八尾

431 宮脇 ひとみ 交野

432 阪口 隆宏 吹田

433 穴本 修司 万博

434 岩﨑 尚子 豊中

435 竹本 克巳 高槻

436 山田 麻友美 高津

437 川口 力 真和

438 田中 慎一 豊中

439 寺﨑 文美子 真和

440 餅原 文人 八尾

441 奥田 佳永子 堺

442 岡本 眞弓 高津

443 升田 晋一朗 万博

444 吉本 景子 朝日

445 荒西 玲子 万博

10:45～11:05

（20名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

大阪府弓道連盟 春季審査(四段の部）   令和3年3月14日 会場：大阪城弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

446 山内 隆政 高槻

447 安藤 友里 住吉

448 大井 靖浩 真和

449 澤田 正人 交野

450 酒井 政美 堺

451 上田 明子 高槻

452 森田 立樹 岸和田

453 松﨑 悟司 豊中

454 土井 亜矢子 堺

455 森 勝也 豊中

456 福井 琢磨 交野

457 浅田 明子 吹田

458 西岡 美衣 万博

459 奥田 哲生 茨木

460 屋宜 利枝 加支多

461 田中 典子 豊中

462 松本 貴子 堺

463 木谷 庄吾 八尾

464 一ノ瀬 佳彦 岸和田

12:05～12:25

（19名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

501 山下 諒 ガス

502 神前 共栄 豊中

503 奥田 忠 朝日

504 冨田 元子 吹田

505 中塚 國男 万博

506 今田 成俊 岸和田

507 岸本 達明 住吉

508 河北 美恵子 豊中

509 吉田 克一 高槻

510 金谷 節子 朝日

511 神保 育子 高槻

512 松井 良介 堺

513 守本 美幸 交野

514 新本 恭子 住吉

515 中村 慶子 岸和田

516 久保 香世子 岸和田

517 坂元 陽子 吹田

518 酒井 千絵 高津

519 瀧 裕香子 万博

520 飯沼 正雄 茨木

521 中野 武志 茨木

522 小林 武雄 豊中

523 伊丹 佳子 吹田

524 林 律子 茨木

525 岸本 さとみ 住吉

大阪府弓道連盟 春季審査(五段の部）   令和3年3月14日 会場：大阪城弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

12:50～13:15

（25名）

大阪府弓道連盟 審査部



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

大阪府弓道連盟 春季審査(五段の部）   令和3年3月14日 会場：大阪城弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

526 常國 敏美 豊中

527 宇野 哲司 堺

528 松下 生恵 茨木

529 徳久 晴元 交野

530 川畑 拓海 真和

531 森岡 徹 万博

532 橋本 弘美 交野

533 松重 広志 堺

534 田中 聡子 茨木

535 菅野 京子 堺

536 小出 雅士 高津

537 野守 彩香 堺

538 奥田 弘美 高槻

539 田端 哲也 岸和田

540 河野 緑 加支多

541 渕田 潤 堺

542 渡辺 高子 万博

543 古賀 幸子 高津

544 内藤 由美子 高槻

545 清水 一磨 豊中

546 遠藤 寛子 豊中

547 高橋 良尚 高槻

13:50～14:15

（22名）

大阪府弓道連盟 審査部


