
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 無指定(   1〜  15) 15 10:00 〜 10:25 無指定(   1〜  15) 3
9:40 〜 10:05 初 段(101〜135) 35 10:35 〜 11:40 初 段(101〜135) 7

11:30 〜 11:55 弐 段(201〜238) 38 12:25 〜 13:35 弐 段(201〜238) 8
12:50 〜 13:15 参 段(301〜325) 25 13:45 〜 14:30 参 段(301〜325) 5
13:45 〜 14:10 参 段(326〜349) 24 14:40 〜 15:25 参 段(326〜349) 5

137名 28⽴

＊注意事項
① 可能な限り⼸道⾐で来館ください。

②
③
④
⑤
⑥

⑦ 合格発表は3⽉15⽇（⽕）の予定。

受付・学科（レポート）提出時間

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。

時 間受付時間

学科（レポート）は受付へ提出ください。
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。

マスクは常時着⽤し、私語を慎みください。

昼 ⾷ 休 憩（45分）

⾏ 射

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
⼋尾市総合体育館⼸道場



退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

1 横⼭ 華 枚⽅

2 篠崎 千夏 加⽀多

3 ⾼尾 葵 市⽴⼤

4 中村 天徳 市⽴⼤

5 近重 凜 ⼤経⼤

6 中尾 結花 芸術⼤

7 佐々⽊ ⼤河 関⻄⼤

8 梁川 美輝 市⽴⼤

9 嶋村 明紀 府⽴⼤

10 辻本 絢⾳ 朝⽇

11 花⾕ 快渡 万博

12 中村 朝海 朝⽇

13 浅野 竟 万博

14 森 万⾥⼦ 吹⽥

15 ⽚⼭ 正之 枚⽅

令和4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合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

9:10〜9:30
無指定(   1〜  15)

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 川根 菜央 関⻄⼤

102 巽 ⽻雪 関⻄⼤

103 伴野 真菜 府⽴⼤

104 野澤 陽菜 関⻄⼤

105 ⼭本 直輝 ⼤経⼤

106 出⼝ 綾⾹ 府⽴⼤

107 早⽥ 梨花⼦ 府⽴⼤

108 松岡 晃希 関⻄⼤

109 藤⽥ 愛⼦ 関⻄⼤

110 ⼋⽊ 咲綾 関⻄⼤

111 向井 蓮 関⻄⼤

112 福久 彩花 関⻄⼤

113 植野 真緒 関⻄⼤

114 ⽥⼝ 直輝 府⽴⼤

115 池⽥ 悠紀⼦ 関⻄⼤

116 ⼤⾕ 周真 ⼤経⼤

117 貫⼾ 彩花 関⻄⼤

118 ⾹川 幸翔 ⼤経⼤

119 ⽚⼭ 可奈⼦ 府⽴⼤

120 中⽥ 伊織 関⻄⼤

121 北川 玲 関⻄⼤

122 ⾼⾒ ⾶翔 ⼤経⼤

123 河内 翔汰 関⻄⼤

124 富尾 真奈花 府⽴⼤

125 藏光 ⼤希 ⼤経⼤

9:40〜10:05
初 段(101〜135)

⼤阪府⼸道連盟春季審査(初段の部）   令和4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

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4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

126 ⽥中 海帆 府⽴⼤

127 藤⽥ 博志 ⾼槻

128 ⼤迫 瑠美⼦ ⾼槻

129 峯尾 静⾹ 吹⽥

130 ⼋⽊ ひなた ⼋尾

131 ⽥村 尚 万博

132 藤澤 佳奈 朝⽇

133 濱⽥ 桃太郎 府⽴⼤

134 ⼭⼝ 空良 芸術⼤

135 森⼝ 明久 関⻄⼤

9:40〜10:05
初 段(101〜135)

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 ⼤⽯ 望路 関⻄⼤

202 安⽥ 綺夏 芸術⼤

203 井⽊ 恵 吹⽥

204 辻元 真由⼦ 住吉

205 ⼭⽥ 美智 吹⽥

206 細⾒ 武世 堺

207 横⽥ 佳代⼦ 万博

208 ⼤國 智太郎 ⾼槻

209 藤岡 利明 万博

210 福⽥ 秀仁 住吉

211 緒⽅ 琴世 交野

212 川⼝ 眞理⼦ 吹⽥

213 森 千佳⼦ 吹⽥

214 束村 正夫 岸和⽥

215 多⽥ 修 吹⽥

216 井⾕ 健⼤ 府⽴⼤

217 ⼭川 拓也 吹⽥

218 ⼤瀧 輝代⼦ ⾼槻

219 ⽩⽯ 章⼦ 万博

220 折⼾ 千紘 関⻄⼤

221 渡辺 尊⼦ 吹⽥

222 岡本 さぎり ⾼槻

223 笠井 理英 吹⽥

224 佐藤 従⼦ 万博

225 ⾕本 誠 吹⽥

⼤阪府⼸道連盟春季審査(弐段の部）   令和4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

11:30〜11:55
弐 段(201〜238)

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(弐段の部）   令和4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

226 ⽊﨑 恵美⼦ ⾼槻

227 ⻄村 治也 岸和⽥

228 阿部 章彦 豊中

229 ⽥村 ⼀夫 岸和⽥

230 ⻑⾕川 優⼦ 吹⽥

231 前⽥ 賢史 吹⽥

232 村上 俊之 ⾼槻

233 安達 京 住吉

234 ⽊村 若菜 朝⽇

235 ⼭⼝ 由紀⼦ ⾼槻

236 荻原 創 芸術⼤

237 野⽊ あやか 真和

238 中⽥ 歌⼦ ⾼槻

弐 段(201〜238)
11:30〜11:55

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 井上 善⽂ ⼋尾

302 ⾦⼦ 忠孝 豊中

303 上⽥ 泰郎 吹⽥

304 休場 佳世⼦ 堺

305 柏⽊ 久美⼦ 豊中

306 増⽥ 猛 吹⽥

307 ⼟屋 隆⼀郎 ⾼槻

308 北濃 ⼀葉 朝⽇

309 中 太輝 ⾼津

310 武⽥ めぐみ 万博

311 ミュンツナー ウルリケ 吹⽥

312 東 佳代 ⾼槻

313 ⾜⽴ 祐⼦ 茨⽊

314 ⽊⼝ 史則 豊中

315 村⽥ 三津⼦ 朝⽇

316 藤井 淳 朝⽇

317 ⾨阪 有紀⼦ 交野

318 福井 則夫 ⾼津

319 末岡 努 堺

320 ⼸⽥ 五⼗次 岸和⽥

321 ⾨⼝ 陽樹 関⻄⼤

322 中本 雅⼦ 枚⽅

323 鷹橋 多恵 茨⽊

324 塩⾒ 勝弥 ⾼槻

325 川上 弘絵 住吉

⼤阪府⼸道連盟春季審査(参段の部）   令和4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

12:50〜13:15
参 段(301〜325)

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4年3⽉13⽇ 会場：⼋尾市総合体育館⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

326 濱本 義治 豊中

327 瀧﨑 馨菜 万博

328 泉 恵理⼦ 朝⽇

329 中村 志保 ⾼槻

330 林 彰⼦ 枚⽅

331 源 眞由美 豊中

332 ⾓⽥ 善孝 豊中

333 坂本 ⾹江⼦ 朝⽇

334 藤井 禎⼈ 枚⽅

335 豊⽥ 秀雄 ⾼津

336 辻居 明伸 堺

337 池⽥ 佳広 茨⽊

338 ⽊村 修⼀ 朝⽇

339 福永 和順 朝⽇

340 ⽥中 孝治 茨⽊

341 上⽥ 隆司 堺

342 坂⽥ 恵⼦ 朝⽇

343 上⼭ 恵⼦ 万博

344 村上 祐⼦ 万博

345 ⽊村 五美 枚⽅

346 ⽩⽯ ⼤ ⾼津

347 浅野 佳世⼦ ガス

348 ⼩林 ⾹苗 ⾼槻

349 牟禮 正秀 朝⽇

13:45〜14:10
参 段(326〜349)

大阪府弓道連盟 審査部


