
立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 奈良 赤松 順次 31 京都 加藤 裕昭 1 滋賀 杉江 真由美 31 福岡 戎 政實

2 和歌山 石本 千夏 32 奈良 阪中 計夫 2 熊本 向江 富士夫 32 鹿児島 釜口 昭壽

3 滋賀 桝本 國義 33 大阪 松丸 洋子 3 京都 小牧 佳世 33 岡山 頓宮 泰彦

4 兵庫 玉置 まどか 34 大阪 小松 正美 4 三重 丸岡 隆芳 立順 所属地連 受付時間

5 兵庫 若林 功 35 京都 小田 晋二 5 福井 山本 準一

6 滋賀 大谷 晃喜 36 和歌山 神前 實 6 熊本 坂元 京子 34 大阪 野中 秀治

7 兵庫 佃 知子 立順 所属地連 受付時間 7 京都 千田 寿男 35 大分 羽田野 賢一

8 滋賀 中村 正也 8 福岡 藤野 小百合 立順 所属地連 受付時間

9 大阪 松本 利津子 37 兵庫 藤井 睦朗 13:20～ 13:40 9 滋賀 杉江 敏道

10 大阪 福永 芳則 10 京都 川口 妙子 36 徳島 澁谷 佳史 ―

11 滋賀 柿谷 依子 11 大阪 北川 浩子

12 大阪 渡士 定次 12 滋賀 金子 佳晴

13 兵庫 原野 章 13 沖縄 知念 正樹

14 大阪 山尾 春美 14 熊本 荒木 英幸

15 兵庫 岡田 秀樹 15 福岡 北 重晴

16 兵庫 藤井 泉 16 福岡 松尾 修

17 京都 本田 富裕子 17 和歌山 田中 克彦

18 奈良 明瀬 憲正 18 鹿児島 濵田 藏人

19 滋賀 野玉 隆文 19 滋賀 南井 加津雄

20 大阪 山下 博美 20 岐阜 片桐 乾太郎

21 大阪 小野 栞 21 大阪 坂根 貞幸

22 兵庫 宮﨑 健 22 福岡 古屋 順子

23 奈良 野尻 祥枝 23 鹿児島 永石 哲也

24 大阪 小西 充子 24 宮崎 長友 孝幸

25 兵庫 魚住 剛 25 山口 水谷 潔

26 大阪 舩津 卓三 26 広島 山村 秋明

27 滋賀 中村 傳一郎 27 福岡 増田 俊博

28 大阪 古閑 末弘 28 三重 浦野 雄二

29 京都 山口 喜由 29 大阪 下田 隆司

30 奈良 深田 紀美子 30 鹿児島 濵﨑 智慧起

１０月１７日付　候補者

12:00～
12:30

氏名

第一次審査通過者

14:20～
14:50

氏名

第一次審査通過者

15:30～
15:50

氏名

12:00～
12:30

※各受審者は、自身が対象の第一次審査通過者の発表を確認次第、通過者以外は速やかに退館すること

14:20～
14:50

令和３年度【近畿第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（１／２） 施行日：１１月２８日（日）

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：京都市武道センター弓道場

氏名 氏名氏名氏名

七段の部 八段の部



立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 大阪 棚橋 正雄 31 大阪 塩江 英俊 61 京都 杉本 辰生 91 兵庫 八瀬 紀子

2 大阪 丸井 雄介 32 大阪 川瀬 早苗 62 大阪 南 良一 92 兵庫 河合 聰

3 京都 荻野 とみ子 33 京都 鈴木 純子 63 大阪 佐伯 秀男 93 兵庫 水谷 俊子

4 京都 大坪 美保 34 大阪 池畑 良作 64 大阪 中尾 邦廣 94 奈良 瓜生 博子

5 大阪 平山 博邦 35 奈良 安住 奈津子 65 滋賀 杉江 民子 95 大阪 中村 治

6 大阪 河邊 久美子 36 大阪 奥田 美千代 66 奈良 長濱 有美 96 和歌山 土井 弘文

7 奈良 髙橋 悟史 37 大阪 樫東 順子 67 大阪 花田 健一 97 奈良 久保 善宣

8 兵庫 来田 多津美 38 兵庫 前川 優子 68 大阪 井村 佐紀子

9 大阪 村田 義光 39 奈良 加藤 順三 69 大阪 吉田 真希子

10 大阪 冨髙 彰 40 大阪 上野 滿理子 70 兵庫 味村 初子

11 兵庫 水谷 理人 41 京都 田中 庸敬 71 兵庫 齋藤 尚文

12 奈良 岡野 行光 42 大阪 山本 和彦 72 京都 坂田 久治

13 大阪 中谷 晴彦 43 大阪 岩戸 史世 73 兵庫 中﨑 トミ子

14 滋賀 森岡 栄子 44 大阪 中島 章子 74 京都 小杉 初子

15 大阪 妹尾 博行 45 奈良 越智 和子 75 大阪 松山 正一

16 大阪 平野 雅一 46 奈良 宮堂 政子 76 兵庫 船間 武志

17 京都 荻野 真作 47 滋賀 井上 ルミ子 77 兵庫 荒木 葉子

18 兵庫 神田 智幸 48 奈良 高倉 美香 78 兵庫 南都 明彦

19 大阪 浅野 裕子 49 兵庫 上仮屋 絹子 79 兵庫 森 正行

20 京都 石川 一郎 50 兵庫 濱田 幸夫 80 大阪 前田 有次郎

21 奈良 村髙 洋志 51 兵庫 アントリーニ グラッツィアーノ 81 大阪 横山 雅彦

22 大阪 佐藤 さつき 52 兵庫 河本 誠裕 82 大阪 中筋 由彦

23 大阪 岡﨑 玲子 53 兵庫 湊 千尋 83 兵庫 黒田 慶子

24 大阪 古屋 光夫 54 京都 多賀 弘幸 84 兵庫 津野田 和人

25 京都 真鍋 務 55 奈良 乾 光孝 85 滋賀 山本 修

26 兵庫 山本 寛治 56 滋賀 友成 喜代美 86 大阪 土居 英一

27 大阪 中塚 美穂 57 滋賀 岡崎 誠 87 大阪 北岡 正賢

28 奈良 髙栁 詩子 58 大阪 松本 潤一郎 88 大阪 木田 雅章

29 大阪 山岸 稔明 59 大阪 櫻庭 洋子 89 大阪 種坂 隆志

30 大阪 中村 幸恵 60 大阪 藤原 匠逸 90 大阪 藏野 敏

14:20～
14:50

六段の部

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：滋賀県立武道館弓道場

令和３年度【近畿第１地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（２／２） 施行日：１１月２８日（日）

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

氏名 氏名 氏名 氏名

12:00～
12:30

13:10～
13:40

14:20～
14:50


