
立順 所属地連 入館時間 会場退出時間 立順 所属地連 入館時間 会場退出時間 立順 所属地連 入館時間 会場退出時間

1 東京第三 後藤 裕美 36 東京第二 池田 眞弓

2 東京第一 田中 勝朗 37 東京第三 鈴木 晴彦 68 東京第三 杉崎 久美子

3 東京第三 安藤 幸子 38 東京第三 柳沼 一夫 69 東京第三 城森 ひとみ

4 東京第三 森 真弓 39 東京第二 藤岡 典子 70 東京第三 篠埜 敬子

5 東京第三 木越 としえ 40 東京第二 加藤 裕次

6 東京第一 川路 真一 41 東京第一 夏目 政夫

7 東京第二 佐藤 祥一 42 東京第一 石井 昭彦

8 東京第三 亀岡 豊彦 43 東京第三 三浦 和雄

9 東京第二 北村 和広 44 東京第三 平戸 京子

10 東京第二 鈴木 圭以子 45 東京第三 角田 恵

11 東京第三 早川 和彦 46 東京第二 倉坪 君代

12 東京第二 橋本 直 47 東京第三 石井 賢二

13 東京第二 浜村 君江 48 東京第二 森川 友紀子

14 東京第三 松本 愛子 49 東京第一 増田 正子

15 東京第三 樺島 千鶴 50 東京第三 長島 みつ子

16 東京第二 山口 直人 51 東京第二 山口 美智子

17 東京第三 田原 洋子 52 東京第三 鵜ノ澤 清正

18 東京第一 大森 亮登 53 東京第一 宮﨑 隆博

19 東京第二 佐久間 秀志 54 東京第三 高橋 とし子

20 東京第二 中根 理恵 55 東京第三 栗原 孝枝

21 東京第三 磯 学 56 東京第一 金子 哲也

22 東京第一 鈴木 健治 57 東京第二 中園 末広

23 東京第二 清水 明 58 東京第二 横瀬 正夫

24 東京第三 池田 雄一郎 59 東京第三 西井 義昭

25 東京第一 江沢 水穂 60 東京第一 神成 和彦

26 東京第二 高田 貴光 61 東京第三 田中 きよ子

27 東京第三 大津 さく子 62 東京第三 深澤 光子

28 東京第一 川内 尚美 63 東京第三 吉田 邦夫

29 東京第三 木俣 録八 64 東京第三 成田 喜裕

30 東京第三 妹尾 英子 65 東京第三 門上 真弓

31 東京第三 田代 勝彦 66 東京第三 泉 倫子

32 東京第一 福島 和宏 67 東京第三 佐藤 吉雄

33 東京第三 藤原 有紀恵

34 東京第二 小山 充子

35 東京第三 木村 隆明

11:00～ 13:00

11:10～ 13:10

12:30～

10:30～ 12:30

10:40～ 12:40

10:50～ 12:50

9:40～ 11:40

9:50～ 11:50

10:00～ 12:00

9:10～ 11:10

9:20～ 11:20

9:30～ 11:30

15:30

会場：神奈川県立武道館弓道場

令和３年度【南関東第２地区】特別臨時中央審査会　教士　受審者入館・退出時間 施行日：４月１１日（日）

第一次審査通過者

氏名氏名 氏名

9:00～ 11:00 10:20～ 12:20


