
（至誠館）

1 荒川 柳下 宏子 201 江東 浜田 幸二 401 葛飾 木原 弘幹

2 板橋 川端 昌美 202 武蔵野 秋山 実 402 中央 清水 宏史

3 北 土屋 正実 203 千代田 野口 知子 403 浅草 鈴木 由美子

4 荒川 上野 義廣 204 中央 服部 浩臣 404 五條天神社 小島 信一

5 中野 上山 綾子 205 板橋 木村 清美 405 三菱 松岡 一也

6 中野 岩下 智恵子 206 豊島 三嶋 理恵子 406 江戸川 松丸 のり子

7 大宮八幡 虞 明慧 207 小金井 中村 万里子 407 三菱 島瀬 郁子

8 中野 中村 豊 208 武蔵野 高増 道子 408 足立 小松﨑 勇佑

9 大宮八幡 山中 勝文 209 浅草 鈴木 彰 409 中央 伊原 妙子

10 平和の森 関根 泰希 210 品川 向井 理沙 410 荒川 鈴木 輝昭

11 渋谷 松浦 紀美子 211 渋谷 田中 紀夫 411 千代田 石本 亮

12 大田第一 秋葉 浩永 212 福生 横須賀 暁美 412 江戸川 前川 恵美子

13 江東 馬上 祐典 213 八王子 岡山 太郎 413 墨田 小倉 たつみ

14 窪田 金井 敬 214 中野 佐藤 由浩 414 江東 杉田 菜摘

15 町田 松島 弘 215 武蔵野 横田 秀子 415 墨田 山河 亜由美

16 町田 石崎 英恵 216 小金井 野口 優子 416 三菱 青野 浩二

17 大宮八幡 市川 玲子 217 防衛省 田中 恵美子 417 足立 西沢 スイ

18 新宿 米満 ふよう 218 練馬 戸澤 俊太郎 418 窪田 森田 麻里絵

19 町田 板井 秀一 219 昭島 梅田 祥江 419 江戸川 藤岡 憲二

20 窪田 村田 由紀絵 220 東村山 小野 和穗 420 新宿 田中 宗春

21 浅草 高野 真弓 221 渋谷 藤田 由起 421 東久留米 間宮 徳彦

22 日大医学部 竹島 大翔 222 中央 土谷 雅雄 422 羽村 横山 友加里

23 小金井 佐藤 由紀子 223 調布 大石 豊 423 文京 宮本 和子

24 府中 竹内 みえ子 224 三鷹 中山 利広 424 練馬 濱本 千由

25 武蔵野 宇敷 光弘 225 中央 清水 由美 425 板橋 野川 美智子

26 中央 柴田 麻子 226 小平 小野 照美 426 杉並 発知 康

27 新宿 河合 隆 227 町田 森澤 滉 427 稲城 岡崎 正人

28 足立 石下 ひとみ 228 平和の森 清水 綜太 428 町田 柴田 里香

29 中野 勝間田 理恵 229 葛飾 渡部 靖子 429 稲城 水島 幸

30 板橋 淵 すず子 230 杉並 森 紀美子 430 板橋 小林 由里

31 足立 西岡 裕介 231 練馬 城戸 直子 431 府中 中山 明治

32 府中 高橋 由美 232 板橋 杉山 善巳 432 三鷹 小林 亜紀

33 中野 町居 真理子 233 窪田 三枝 直人 433 文京 早瀬 貴代子

34 北 田中 義彦 234 稲城 増留 春美 434 羽村 相茶 義晴

35 窪田 松本 久仁子 235 大宮八幡 安田 渉 435 多摩 伊野 裕子

36 至誠会 上村 美代子 236 豊島 向井 千恵 436 大宮八幡 鈴木 恵世

37 練馬 青山 美奈 237 あきる野 清古 由美 437 町田 黒木 史子

38 西東京 関戸 伸之 238 至誠会 國司 なほ子 438 町田 蒲生 美恵子

39 足立 若井 秀夫 239 大宮八幡 塚本 陽子 439 稲城 鈴木 登志子

40 武蔵野 廣瀬 敏 240 西東京 櫻井 啓子 440 あきる野 狩佐須 完夫

41 砧 松村 八千代 241 調布 野口 和代 441 調布 周東 美紀

42 豊島 成田 卓壮 242 町田 野中 誠 442 西東京 塚越 勝久

43 立川 石塚 義人 243 中央 中村 恵 443 府中 細田 育生

44 多摩 秋山 曻 244 東村山 大橋 美穂 444 文京 川上 雪子

45 府中 伊藤 睦 245 中野 森 乃理子 445 立川 鶴田 真美加

46 板橋 桑原 広喜 246 窪田 中西 信夫 446 北 石津 龍一

47 品川 江川 一枝 247 大宮八幡 石川 ひとみ 447 西東京 林 孝

48 府中 本田 洋二 248 西東京 藤旗 わか子 448 東村山 岡村 ひとみ

49 西東京 末川 美幸 249 豊島 筒井 潤 449 小平 片平 奈々子

50 多摩 五十子 阿也子 250 調布 湯沢 裕里子 450 新宿 木村 明子
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51 国分寺 山内 裕記乃 251 福生 平林 弥生子 451 大宮八幡 三木 達也

52 国立 藤井 克代 252 町田 渡邉 嗣子 452 武蔵野 上野 真理

53 町田 福田 公子 253 品川 中川 宜隆 453 大宮八幡 林 深雪

54 東村山 野澤 正子 254 新宿 岩田 惠介 454 新宿 阿部 優衣

55 立川 水上 郁子 255 三鷹 中井 靖朗 455 府中 中田 竜平

56 千代田 川西 隆 256 品川 宮島 園美 456 羽村 佐藤 登志子

57 三菱 金子 祐美子 257 窪田 稀代 珠美 457 東大和 鳴海 俊一

58 西東京 座間 紀子 258 平和の森 岩田 武人 458 新宿 那須 亮子

59 品川 宮原 圭子 259 立川 水上 浩正 459 新宿 猪子 康晴

60 目黒 松原 敬子 260 武蔵野 難波 教子 460 板橋 名取 理佐

153 神奈川 高橋 尚美 353 千葉 楠 寿博 553 町田 中沢 由恵

154 神奈川 矢部 礼子 354 千葉 逸見 敏治 554 国立 高橋 奈保美

155 千葉 嶋田 登喜子 355 玉川 木村 祐子 555 中野 五十嵐 良子

156 昭島 鈴木 雄二 356 中央 関矢 知子 556 豊島 小野 美千代

157 板橋 河野 孝典 357 葛飾 那賀 俊明 557 新宿 佐々木 郁子

158 文京 小竹 宏子 358 中野 山崎 泰子 558 八王子 木下 雅美

159 大田第一 芳川 暁美 359 大宮八幡 澤田 樹 559 東大和 山田 満雄

160 足立 斉藤 實 360 文京 松村 藍 560 府中 寺﨑 美幸

161 稲城 宇留賀 久志 361 国分寺 永原 伸之 561 板橋 小林 美恵子

162 目黒 小山田 博人 362 防衛省 山根 麻衣 562 三鷹 髙倉 邦彦

163 あきる野 来住野 定男 363 北 横手 絹子 563 練馬 河田 孝雄

164 北 佐藤 ちひろ 364 江東 野口 邦治 564 大田第一 荒川 泰宏

165 中野 星野 正樹 365 江東 内田 祐子 565 至誠会 和田　 恭一

166 渋谷 大橋 秀治 366 府中 部田 久美子 566 砧 土井 晴人

167 大田第一 稲川 徹 367 浅草 小原 英一郎 567 玉川 穐原 明美

168 東大和 古川 友章 368 荒川 木谷 幸枝 568 大田第一 宍道 洋

169 平和の森 横田 純一郎 369 墨田 鈴木 俊彦 569 砧 桒原 りか

170 新宿 広部 せい子 370 新宿 古俣 貞 570 渋谷 内藤 喜夫

171 三鷹 土屋 千里 371 品川 畑 弘敏 571 品川 小林 とし子

172 八王子 吉澤 伸幸 372 港 有賀 勝彦 572 品川 野口 靖子

173 渋谷 川 貞夫 373 中央 髙井 正行 573 渋谷 上総 海人

174 杉並 植田 直樹 374 東村山 沖田 増雄 574 玉川 小川 六実

入館時体温測定器にて体温を測定し（手を消毒後）受付時に申告する事。

射場に入場するまで、必ずマスクを着用してください。館内では無駄な会話はご遠慮ください。

合格者の発表は後日　所属地連へ連絡しますので　行射後速やかに　ご退館下さい。
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