
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

9 ジェシカ ゲリティー 県央 9 大塚 祥子 県北

1 小室 孝文 県北 10 初芝 一美 県北 10 田中 嘉明 中部

2 北川 真由美 西部 11 飯村 恵子 東部 11 伊藤 謙吾 中部

3 スリナス セネヴイラトゥネ 秩父 12 四戸 裕美子 西部 12 富永 由美 中部

4 小泉 恭子 西部 13 御囲 隆幸 中部 13 曽根 勝 東部

5 小林 真由美 県北 14 池田 悦子 県北 14 竹島 等 県央

6 ナリーン ディワラトゥナ 秩父 15 小林 享子 中部 15 吉田 桂子 西部

7 今野 久恵 県南 16 柴 明美 県南 16 山田 芳弘 県央

8 飯田 好美 県北 17 原 健一 県北 17 嶌田 順子 県北

9 藤田 直子 県央 18 横溝 紀明 東部 18 武田 茂松 県北

10 金田 紗織 県北 19 白石 典子 県北

11 村田 淳 県北 20 道下 香織 中部 1 相良 幹男 西部

12 鳥津 初枝 県南 21 塚越 紀子 県央 2 安倍 久美子 西部

13 河野 友子 中部 22 川邉 秀一 県央 3 小川 弘晃 西部

14 阿部 泰子 西部 23 富田 忠 中部 4 伊東 知恵 県央

15 小原 裕和 中部 24 平山 鈴之介 中部 5 石坂 美善 中部

16 萩原 誠 県央 25 石田 美幸 東部 6 杉田 昇 中部

17 吉田 裕子 県北 26 高柳 香里 県北 7 小笠原 晴美 県北

18 小倉 史生 東部 27 上野 美千代 中部 8 堀 さやか 県北

19 辻 徹 東部 28 尾口 順一 県央 9 猪鼻 正夫 西部

20 大兼 志都佳 県央 29 鈴木 隆 中部 10 板場 正長 県南

21 渡部 千寿子 県央 30 新舟 広明 秩父 11 市川 浩治 中部

22 赤岩 奈美 県央 31 関 克司 県北 12 髙荷 國男 県北

13 作野 肇一 県央

1 山本 昇生 中部 1 鈴木 真由美 県央 14 太田 正広 県南

2 小林 優 中部 2 佐藤 陽平 東部 15 猪鼻 智江 西部

3 国井 隆明 県北 3 齋藤 公夫 東部 16 森 雅邦 県北

4 重見 昌子 県央 4 水藤 千春 県央 17 石原 久男 県北

5 佐藤 寿乃 県央 5 堀江 香子 県央 18 荒川 弘康 中部

6 甲斐 睦子 県央 6 伊藤 明美 県南 19 中井 義克 中部

7 徳弘 眞奈 中部 7 贄田 豊 県北 20 細川 博 西部

8 深堀 秀治 中部 8 錺間 恵美 県央

平成31年度第5回地方審査（一般の部）

実施年月日：令和元年11月10日　　　　於：熊谷運動公園弓道場　

初段受審で壱級査定者は8名でした。

初段の部　合格者　22名

弐段の部　合格者　31名 参段の部　合格者　18名

四段の部　合格者　20名


