
実施⽇：
会 場：

【⽇程】
9:00 運営委員集合。⽇程説明の後、会場設営
9:10 受審者受付開始（事前配布の来場時間帯に基づく）
9:30 審査員打合わせ

10:00 審査開始

種別（番号） ⼈数 種別（番号） ⽴数
9:10 〜 9:30 四段(401〜435) 35 10:00 〜 11:05 四段(401〜435) 7
10:20 〜 10:45 四段(436〜465) 30 11:15 〜 12:10 四段(436〜465) 6

12:00 〜 12:25 五段(501〜530) 30 12:55 〜 13:50 五段(501〜530) 6
13:05 〜 13:30 五段(531〜553) 23 14:00 〜 14:45 五段(531〜553) 5

118名 24⽴

＊注意事項
① 可能な限り⼸道⾐（四段）、和服（五段）で来館ください。

②
③
④
⑤
⑥

⑦ 合格発表は3⽉15⽇（⽕）の予定。

学科（レポート）は受付へ提出ください。

⼤阪府⼸道連盟 令和３年度 春季審査
実施⽇程

令和4年3⽉13⽇
堺市⽴初芝体育館⼸道場

⾏ 射受付・学科（レポート）提出時間
時 間受付時間

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。

昼 ⾷ 休 憩（45分）

マスクは常時着⽤し、私語を慎みください。
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。



退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

401 杢三 智美 堺

402 雜賀 康幸 ⾼槻

403 ⼤⽥ ⿓夫 万博

404 ⻄林 郷 茨⽊

405 ⽚井 ⿇友美 吹⽥

406 和泉原 匠 豊中

407 ⽊津 教⼦ 真和

408 ⽴花 美⾹ 豊中

409 ⻄⼭ 掌 吹⽥

410 猪飼 光⼦ 茨⽊

411 ⼭本 菜津美 茨⽊

412 ⼩林 真理⼦ ⾼槻

413 稲森 久美⼦ 茨⽊

414 坂上 邦⼦ 豊中

415 ⼟⼭ 光⾹ 住吉

416 橋本 智彰 豊中

417 柗内 博⼦ 茨⽊

418 皆川 隆平 ⾼津

419 藤川 和弘 ⾼津

420 北濃 幹⼈ 朝⽇

421 ⼤倉 尚 豊中

422 和泉原 季⼦ 豊中

423 渡邉 優⼦ 万博

424 寺迫 正廣 堺

425 波多野 遥太 ⼤阪⼤

四段(401〜435)
9:10〜9:30

⼤阪府⼸道連盟春季審査(四段の部）   令和4年3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

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4年3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

426 今井 正澄 ⼤阪⼤

427 ⼤薄 明美 茨⽊

428 橋本 洋 ⾼槻

429 近藤 容⼦ ⾼槻

430 河村 信 ⾼槻

431 近野 正広 ⾼槻

432 ⼭本 雅司 ⾼槻

433 井上 徹 ⾼津

434 松下 さち 真和

435 久保⽥ 真也 ⾼槻

436 阪⼝ 隆宏 吹⽥

437 ⽳本 修司 万博

438 岩﨑 尚⼦ 豊中

439 ⽵本 克⺒ ⾼槻

440 寺﨑 ⽂美⼦ 真和

441 餅原 ⽂⼈ ⼋尾

442 奥⽥ 佳永⼦ 堺

443 岡本 眞⼸ ⾼津

444 升⽥ 晋⼀朗 万博

445 荒⻄ 玲⼦ 万博

446 ⼭内 隆政 ⾼槻

447 後藤 伸宏 ⾼津

448 安藤 友⾥ 住吉

449 ⼤井 靖浩 真和

450 酒井 政美 堺

9:10〜9:35
四段(401〜435)

10:20〜10:45
四段(436〜465)

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4年3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

451 ⼭本 惠美 岸和⽥

452 ⽔⾕ 清乃 ⾼津

453 森⽥ ⽴樹 岸和⽥

454 松﨑 悟司 豊中

455 ⼟井 亜⽮⼦ 堺

456 ⻄岡 美⾐ 万博

457 富⽥ 征彦 万博

458 ⼭本 祥平 万博

459 屋宜 利枝 加⽀多

460 ⽥中 典⼦ 豊中

461 松本 貴⼦ 堺

462 ⽊⾕ 庄吾 ⼋尾

463 桑野 真由美 朝⽇

464 中筋 啓輔 枚⽅

465 ⽔林 良美 朝⽇

10:20〜10:45
四段(436〜465)

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 吉本 景⼦ 朝⽇

502 ⼤野 道和 堺

503 福井 琢磨 交野

504 ⽥中 隆夫 交野

505 和⽥ 学 堺

506 ⼭⽥ ⿇友美 ⾼津

507 ⻄川 幸⼦ 交野

508 ⾈島 直樹 住吉

509 ⻄村 ⼤樹 吹⽥

510 若松 裕⼦ 豊中

511 杉⼭ 寧⼦ 交野

512 雜賀 留美 吹⽥

513 ⼤⻄ 隆 ⾼槻

514 ⽥原 健三 万博

515 ⼭下 諒 ガス

516 神前 共栄 豊中

517 奥⽥ 忠 朝⽇

518 中塚 國男 万博

519 間嶋 悠⼈ ⾼津

520 今⽥ 成俊 岸和⽥

521 森野 睦代 堺

522 河北 美恵⼦ 豊中

523 和⽥ 邦彦 堺

524 ⾦⾕ 節⼦ 朝⽇

525 松井 良介 堺

⼤阪府⼸道連盟春季審査(五段の部）   令和4年3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

12:00〜12:25
五段(501〜530)

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4年3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

526 新本 恭⼦ 住吉

527 坂元 陽⼦ 吹⽥

528 瀧 裕⾹⼦ 万博

529 中野 武志 茨⽊

530 ⼩林 武雄 豊中

531 常國 敏美 豊中

532 宇野 哲司 堺

533 榎本 周久 豊中

534 岩⽊ 秀諭 吹⽥

535 松下 ⽣恵 茨⽊

536 徳久 晴元 交野

537 森岡 徹 万博

538 那須 有佳 万博

539 橋本 弘美 交野

540 松重 広志 堺

541 今⻄ 啓⼦ ⼋尾

542 ⽥中 聡⼦ 茨⽊

543 喜多 千鶴 枚⽅

544 中島 孝明 枚⽅

545 ⼩出 雅⼠ ⾼津

546 野守 彩⾹ 堺

547 奥⽥ 弘美 ⾼槻

548 河野 緑 加⽀多

549 渕⽥ 潤 堺

550 渡辺 ⾼⼦ 万博

五段(531〜553)
13:05〜13:30

五段(501〜530)
12:00〜12:25

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

⼤阪府⼸道連盟春季審査(五段の部）   令和4年3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

551 古賀 幸⼦ ⾼津

552 佐藤 ⼩百合 吹⽥

553 ⾼橋 良尚 ⾼槻 五段(531〜553)
13:05〜13:30

大阪府弓道連盟 審査部


