
退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

1 篠崎 千夏 加支多

2 杉本 安佳音 八尾

3 大石 望路 関西大

4 猪ヶ倉 孝仁 芸術大

5 大山 凌央 芸術大

6 藏光 大希 大経大

7 桂 恵輔 府立大

8 山口 こころ 関西大

9 河村 理子 市立大

10 田中 柚紀子 市立大

11 杉岡 結菜 府立大

12 田中 海帆 府立大

13 上田 竜也 薬科大

14 辻元 真由子 住吉

15 大野 麻美 住吉

16 山本 貴史 住吉

17 細野 智恵 豊中

18 横田 佳代子 万博

19 安田 綺夏 芸術大

20 坂本 洋子 万博

入館
番号 氏       名 受付時間所   属

令和3年6月13日 会場：万博記念公園弓道場大阪府弓道連盟 夏季審査(無指定の部）  

9:05～9:25

（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

101 小濵 奈美 交野

102 萩野 晃太 関西大

103 中辻 愛衣子 関西大

104 宮地 龍一 府立大

105 宮嶋 優子 関西大

106 山本 千鶴 府立大

107 福冨 ひかり 関西大

108 森本 修一 関西大

109 吉川 英佑 関西大

110 下田 美里 関西大

111 大國 智太郎 高槻

112 福田 秀仁 住吉

113 谷和 順子 堺

114 藤本 琉生 堺

115 江﨑 将史 関西大

116 奥野 結衣 朝日

117 久島 聖子 ガス

118 三明 静穂 高槻

119 細見 武世 堺

120 田中 栄治 万博

121 緒方 琴世 交野

122 楊 美由紀 高槻

123 田村 尚 万博

124 奥山 あかり 府立大

125 藤岡 利明 万博

大阪府弓道連盟 夏季審査(初段の部）   令和3年6月13日 会場：万博記念公園弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

（25名）

10:10～10:30

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 井上 善文 八尾

202 安井 伊吹 府立大

203 金子 忠孝 豊中

204 渡辺 尊子 吹田

205 福井 佐知子 万博

206 野々原 久晴 ガス

207 ⾧岡 敬子 高槻

208 大森 真澄 枚方

209 北川 尚子 万博

210 佐藤 従子 万博

211 谷本 誠 吹田

212 木﨑 恵美子 高槻

213 原田 美佐子 交野

214 樋口 剛久 八尾

215 脇田 里代 堺

216 阿部 章彦 豊中

217 田村 一夫 岸和田

218 柏木 久美子 豊中

219 辻 由浩 住吉

220 増田 猛 吹田

大阪府弓道連盟 夏季審査(弐段の部）   令和3年6月13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

9:05～9:25

（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 夏季審査(弐段の部）   令和3年6月13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

221 吉武 まり子 堺

222 村上 俊之 高槻

223 松永 博行 豊中

224 土屋 隆一郎 高槻

225 小田 裕人 府立大

226 沖田 愛望 府立大

227 豊山 実来 府立大

228 野間 菜央佳 府立大

229 安達 京 住吉

230 野首 光男 岸和田

231 西本 香 高槻

232 休場 佳世子 堺

233 椎原 由紀子 堺

234 松田 菜緒 万博

235 大石橋 又平 交野

236 麻田 信治 万博

（16名）

9:50～10:10

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 福留 龍司 万博

302 上田 匠 万博

303 杢三 智美 堺

304 足立 祐子 茨木

305 岡野 克司 住吉

306 荒瀬 緑 万博

307 木口 史則 豊中

308 藤井 淳 朝日

309 門阪 有紀子 交野

310 高光 良和 住吉

311 大田 龍夫 万博

312 福井 則夫 高津

313 末岡 努 堺

314 弓田 五十次 岸和田

315 鷹橋 多恵 茨木

316 塩見 勝弥 高槻

317 川上 弘絵 住吉

318 仲谷 尚子 堺

319 髙林 太玖弥 万博

320 中村 志保 高槻

321 大西 美帆 医科大

322 三宅 聡美 豊中

323 坂本 香江子 朝日

324 上田 くに子 岸和田

325 豊田 秀雄 高津

10:35～10:55

大阪府弓道連盟 夏季審査(参段の部）   令和3年6月13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

（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 夏季審査(参段の部）   令和3年6月13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

326 水野 俊雄 住吉

327 渋谷 芳雄 豊中

328 大薮 加奈子 万博

329 池田 佳広 茨木

330 新田 敏 住吉

331 木村 修一 朝日

332 草薙 祥二 朝日

333 福永 和順 朝日

334 三木 一郎 堺

335 藤本 康子 真和

336 田中 孝治 茨木

337 上田 隆司 堺

338 上山 恵子 万博

339 高島 淳 万博

340 村上 祐子 万博

341 浅野 佳世子 ガス

342 小林 香苗 高槻

343 滝井 計欣 八尾

344 平松 秀文 豊中

11:30～11:50

（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

401 假屋 みずき 豊中

402 西浦 大介 吹田

403 福田 結衣子 堺

404 金田 寿彦 加支多

405 大谷 真砂子 豊中

406 小林 真理子 高槻

407 稲森 久美子 茨木

408 坂上 邦子 豊中

409 土山 光香 住吉

410 森田 誠司 住吉

411 森田 彩絵 住吉

412 脇 拓臣 住吉

413 柗内 博子 茨木

414 皆川 隆平 高津

415 佐藤 栄晃 朝日

416 藤川 和弘 高津

417 北濃 幹人 朝日

418 和泉原 季子 豊中

419 大薄 明美 茨木

420 廣野 直哉 茨木

421 近藤 容子 高槻

422 山本 雅司 高槻

423 松下 さち 真和

424 盛田 好典 枚方

425 福島 愛子 豊中

大阪府弓道連盟 夏季審査(四段の部）   令和3年6月13日 会場：枚方市立渚市民体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

（25名）

9:05～9:25

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 夏季審査(四段の部）   令和3年6月13日 会場：枚方市立渚市民体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

426 久保田 真也 高槻

427 田中 隆夫 交野

428 竹本 克巳 高槻

429 田中 慎一 豊中

430 寺﨑 文美子 真和

431 奥田 佳永子 堺

432 升田 晋一朗 万博

433 吉本 景子 朝日

434 荒西 玲子 万博

435 山内 隆政 高槻

436 後藤 伸宏 高津

437 安藤 友里 住吉

438 大井 靖浩 真和

439 澤田 正人 交野

440 酒井 政美 堺

441 石田 明希 万博

442 上田 明子 高槻

443 松﨑 悟司 豊中

444 土井 亜矢子 堺

445 森 勝也 豊中

446 福井 琢磨 交野

447 奥田 哲生 茨木

448 屋宜 利枝 加支多

449 田中 典子 豊中

450 木谷 庄吾 八尾

（25名）

10:20～10:40

大阪府弓道連盟 審査部


