
名簿　（団体別）

No. 種別 選手名 ふりがな 性別 称号 段位 所属

150 教士の部 高橋　昌洋 たかはし　まさひろ 男 教士 六段 ＪＦＥ東日本

151 教士の部 吉田　尚 よしだ　たかし 男 教士 六段 ＪＦＥ東日本

23 有段者の部 三浦　眞名美 みうら　まなみ 女 参段 川崎弓道会

27 有段者の部 上條　千恵子 かみじょう　ちえこ 女 参段 川崎弓道会

52 有段者の部 藤塚　優樹 ふじつか　ゆうき 男 四段 川崎弓道会

53 有段者の部 安里　涼 あさと　りょう 男 四段 川崎弓道会

78 有段者の部 諏訪　紀子 すわ　のりこ 女 五段 川崎弓道会

84 有段者の部 松尾　陸 まつお　りく 男 五段 川崎弓道会

33 有段者の部 白石　直基 しらいし　なおき 男 参段 朋有会

71 有段者の部 阿部　京子 あべ　きょうこ 女 四段 朋有会

112 錬士の部 中村　健治郎 なかむら　けんじろう 男 錬士 五段 朋有会

19 有段者の部 藤江　美智 ふじえ　みち 女 参段 多摩弓友会

39 有段者の部 倉持　吉行 くらもち　よしゆき 男 参段 若葉会

46 有段者の部 魚住　由紀子 うおずみ　ゆきこ 女 四段 若葉会

70 有段者の部 山内　司 やまうち　つかさ 男 四段 若葉会

97 有段者の部 巳城　健二 みき　けんじ 男 五段 若葉会

102 有段者の部 坂本　登美子 さかもと　とみこ 女 五段 若葉会

105 錬士の部 前之園　裕一 まえのその　ゆういち 男 錬士 五段 若葉会

107 錬士の部 佐藤　美左子 さとう　みさこ 女 錬士 五段 若葉会

122 錬士の部 河村　ノヱ子 かわむら　のえこ 女 錬士 五段 若葉会

132 錬士の部 山田　尊央 やまだ　たかお 男 錬士 六段 若葉会

158 範士の部 長谷川　欣一 はせがわ　きんいち 男 範士 八段 若葉会

60 有段者の部 上塘　淳 かみとも　じゅん 男 四段 三保弓道会

119 錬士の部 寺尾　義裕 てらお　よしひろ 男 錬士 五段 三保弓道会

135 錬士の部 清水　卓 しみず　たかし 男 錬士 六段 三保弓道会

139 錬士の部 増田　周二 ますだ　しゅうじ 男 錬士 六段 三保弓道会

140 錬士の部 松本　智江子 まつもと　ちえこ 女 錬士 六段 三保弓道会

47 有段者の部 冨岡　陽子 とみおか　ようこ 女 四段 あずさ会

62 有段者の部 曽根　泰夫 そね　やすお 男 四段 あずさ会

92 有段者の部 伊豆原　弓 いずはら　ゆみ 女 五段 あずさ会

93 有段者の部 小林　佳与子 こばやし　かよこ 女 五段 あずさ会

42 有段者の部 東　あゆみ あずま　あゆみ 女 四段 ときわ弓友会

44 有段者の部 小菅　彩子 こすげ　あやこ 女 四段 ときわ弓友会

138 錬士の部 軽部　隆 かるべ　たかし 男 錬士 六段 ときわ弓友会

4 有段者の部 鈴木　実 すずき　みのる 男 弐段 泉弓友会

28 有段者の部 永澤　宣之 ながさわ　のぶゆき 男 参段 泉弓友会

34 有段者の部 宮本　惠子 みやもと　けいこ 女 参段 泉弓友会

37 有段者の部 東　直子 ひがし　なおこ 女 参段 泉弓友会

41 有段者の部 平石　典子 ひらいし　のりこ 女 四段 泉弓友会

59 有段者の部 吉川　広子 きっかわ　ひろこ 女 四段 泉弓友会

65 有段者の部 吉川　威 きっかわ　たけし 男 四段 泉弓友会

121 錬士の部 竹内　良子 たけうち　りょうこ 女 錬士 五段 泉弓友会

127 錬士の部 菱　よしみ ひし　よしみ 女 錬士 六段 泉弓友会

149 教士の部 木倉　順子 きくら　よりこ 女 教士 六段 泉弓友会

156 教士の部 佐藤　健児 さとう　けんじ 男 教士 七段 泉弓友会

1 有段者の部 矢野　芽久美 やの　めぐみ 女 初段 戸塚弓友会

5 有段者の部 寺田　百花 てらだ　ももか 女 弐段 戸塚弓友会

9 有段者の部 井上　之克 いのうえ　くにかつ 男 参段 戸塚弓友会

17 有段者の部 新井　京子 あらい　きょうこ 女 参段 戸塚弓友会

22 有段者の部 永松　布美子 ながまつ　ふみこ 女 参段 戸塚弓友会

25 有段者の部 名輪　みゆき なわ　みゆき 女 参段 戸塚弓友会

45 有段者の部 片岡　畔 かたおか　ゆたか 男 四段 戸塚弓友会

89 有段者の部 田島　純子 たじま　じゅんこ 女 五段 戸塚弓友会

111 錬士の部 石川　喜代子 いしかわ　きよこ 女 錬士 五段 戸塚弓友会
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116 錬士の部 小川　卓也 おがわ　たくや 男 錬士 五段 戸塚弓友会

117 錬士の部 竹内　眞理子 たけうち　まりこ 女 錬士 五段 戸塚弓友会

118 錬士の部 岩村　万里 いわむら　まり 女 錬士 五段 戸塚弓友会

129 錬士の部 遠藤　博行 えんどう　ひろゆき 男 錬士 六段 戸塚弓友会

133 錬士の部 伊藤　律郎 いとう　のりお 男 錬士 六段 戸塚弓友会

56 有段者の部 秋田　彩乃 あきた　あやの 女 四段 栄弓友会

54 有段者の部 江端　直行 えばた　なおゆき 男 四段 鎌倉市弓協

73 有段者の部 林　玲子 はやし　れいこ 女 五段 鎌倉市弓協

145 教士の部 田中　千穂 たなか　ちほ 女 教士 六段 鎌倉市弓協

2 有段者の部 木下　直子 きのした　なおこ 女 弐段 横須賀市弓協

10 有段者の部 鞍成　耕二 くらなり　こうじ 男 参段 横須賀市弓協

20 有段者の部 松本　美佐子 まつもと　みさこ 女 参段 横須賀市弓協

32 有段者の部 宮川　徳子 みやがわ　とくこ 女 参段 横須賀市弓協

51 有段者の部 吉識　雄二 よしき　ゆうじ 男 四段 横須賀市弓協

63 有段者の部 渡邉　成次 わたなべ　しげじ 男 四段 横須賀市弓協

66 有段者の部 田中　若奈 たなか　わかな 女 四段 横須賀市弓協

72 有段者の部 平田　昭生 ひらた　あきお 男 四段 横須賀市弓協

88 有段者の部 髙橋　智枝 たかはし　ともえ 女 五段 横須賀市弓協

128 錬士の部 望月　かずえ もちづき　かずえ 女 錬士 六段 横須賀市弓協

137 錬士の部 平田　美代子 ひらた　みよこ 女 錬士 六段 横須賀市弓協

11 有段者の部 福冨　真貴 ふくとみ　まき 女 参段 藤沢市弓協

15 有段者の部 福冨　啓光 ふくとみ　もとみつ 男 参段 藤沢市弓協

38 有段者の部 田嶋　頼子 たしま　よりこ 女 参段 藤沢市弓協

40 有段者の部 佐藤　真奈美 さとう　まなみ 女 四段 藤沢市弓協

43 有段者の部 藤掛　真里恵 ふじかけ　まりえ 女 四段 藤沢市弓協

61 有段者の部 萩野谷　真紀子 はぎのや　まきこ 女 四段 藤沢市弓協

68 有段者の部 中堀　正嗣 なかぼり　まさつぐ 男 四段 藤沢市弓協

69 有段者の部 岡野　徳 おかの　ただし 男 四段 藤沢市弓協

90 有段者の部 丹田　幸孝 たんだ　ゆきたか 男 五段 藤沢市弓協

96 有段者の部 円城寺　紀元 えんじょうじ　のりもと 男 五段 藤沢市弓協

147 教士の部 古郡　健 ふるごおり　けん 男 教士 六段 藤沢市弓協

26 有段者の部 田口　精亮 たぐち　せいすけ 男 参段 茅ヶ崎弓協

103 有段者の部 宮下　克己 みやした　かつみ 男 五段 茅ヶ崎弓協

67 有段者の部 杉崎　清 すぎざき　きよし 男 四段 寒川町弓協

152 教士の部 三澤　京子 みさわ　きょうこ 女 教士 七段 寒川町弓協

21 有段者の部 瀧本　晃世 たきもと　あきよ 女 参段 相模原市弓協

35 有段者の部 國井　孝洋 くにい　たかひろ 男 参段 相模原市弓協

106 錬士の部 中田　修 なかた　おさむ 男 錬士 五段 相模原市弓協

16 有段者の部 伊藤　峰 いとう　たかし 男 参段 海老名市弓協

49 有段者の部 佐藤　瑞紀 さとう　みずき 女 四段 海老名市弓協

55 有段者の部 塚田　郁乃 つかだ　いくの 女 四段 海老名市弓協

85 有段者の部 小黒　祥子 おぐろ　さちこ 女 五段 海老名市弓協

126 錬士の部 池田　幸夫 いけだ　ゆきお 男 錬士 六段 海老名市弓協

82 有段者の部 小坂　竜也 こさか　たつや 男 五段 大和市弓協

83 有段者の部 石川　真澄 いしかわ　ますみ 男 五段 大和市弓協

109 錬士の部 新川　久美子 しんかわ　くみこ 女 錬士 五段 大和市弓協

113 錬士の部 里見　英之 さとみ　ひでゆき 男 錬士 五段 大和市弓協

123 錬士の部 山口　治 やまぐち　おさむ 男 錬士 六段 大和市弓協

125 錬士の部 森田　陽子 もりた　ようこ 女 錬士 六段 大和市弓協

153 教士の部 高橋　和貴 たかはし　かずたか 男 教士 七段 大和市弓協

154 教士の部 兼村　洋子 かねむら　ようこ 女 教士 七段 大和市弓協

157 教士の部 依田　敏和 よだ　としかず 男 教士 八段 大和市弓協

3 有段者の部 白田　香代子 はくた　かよこ 女 弐段 鶴岡八幡宮

6 有段者の部 五十嵐　恵 いがらし　めぐみ 女 参段 鶴岡八幡宮
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7 有段者の部 徳増　幸治 とくます　こうじ 男 参段 鶴岡八幡宮

8 有段者の部 渡邊　新樹 わたなべ　しんじゅ 男 参段 鶴岡八幡宮

12 有段者の部 中村　麻子 なかむら　あさこ 女 参段 鶴岡八幡宮

14 有段者の部 道下　憂子 みちした　ゆうこ 女 参段 鶴岡八幡宮

29 有段者の部 村野　申依 むらの　のぶえ 女 参段 鶴岡八幡宮

48 有段者の部 山田　香代子 やまだ　かよこ 女 四段 鶴岡八幡宮

74 有段者の部 中村　雅己 なかむら　まさこ 女 五段 鶴岡八幡宮

76 有段者の部 相原　文香 あいはら　ふみか 女 五段 鶴岡八幡宮

87 有段者の部 中村　美咲 なかむら　みさき 女 五段 鶴岡八幡宮

98 有段者の部 依田　晴樹 よだ　はるき 男 五段 鶴岡八幡宮

99 有段者の部 梶野　晴子 かじの　はるこ 女 五段 鶴岡八幡宮

100 有段者の部 安部　秀 あべ　しゅう 男 五段 鶴岡八幡宮

114 錬士の部 梶野　陽子 かじの　ようこ 女 錬士 五段 鶴岡八幡宮

136 錬士の部 児玉　光 こだま　ひかる 男 錬士 六段 鶴岡八幡宮

36 有段者の部 松﨑　昌広 まつざき　まさひろ 男 参段 座間市弓協

101 有段者の部 日比野　利昭 ひびの　としあき 男 五段 座間市弓協

144 教士の部 阪田　弘道 さかた　ひろみち 男 教士 六段 座間市弓協

146 教士の部 倉本　佳文 くらもと　よしふみ 男 教士 六段 座間市弓協

115 錬士の部 久保　保忠 くぼ　やすただ 男 錬士 五段 教職員弓友会

155 教士の部 鈴木　克己 すずき　かつみ 男 教士 七段 教職員弓友会

30 有段者の部 関　りゑ子 せき　りえこ 女 参段 平塚弓道会

50 有段者の部 横山　美佐江 よこやま　みさえ 女 四段 平塚弓道会

58 有段者の部 倉本　直哉 くらもと　なおや 男 四段 平塚弓道会

75 有段者の部 櫛部　園江 くしべ　そのえ 女 五段 平塚弓道会

79 有段者の部 下田　宏 しもだ　ひろし 男 五段 平塚弓道会

94 有段者の部 平山　典夫 ひらやま　のりお 男 五段 平塚弓道会

104 錬士の部 佐々木　晴子 ささき　はるこ 女 錬士 五段 平塚弓道会

134 錬士の部 平山　邦子 ひらやま　くにこ 女 錬士 六段 平塚弓道会

141 教士の部 田中　恭子 たなか　きょうこ 女 教士 六段 平塚弓道会

142 教士の部 井上　恭子 いのうえ　やすこ 女 教士 六段 平塚弓道会

13 有段者の部 内野　智美 うちの　ともみ 女 参段 二宮弓道協会

31 有段者の部 中澤　龍子 なかざわ　りゅうこ 女 参段 二宮弓道協会

80 有段者の部 真鍋　洋子 まなべ　ようこ 女 五段 二宮弓道協会

86 有段者の部 齊藤　千尋 さいとう　ちひろ 男 五段 二宮弓道協会

95 有段者の部 内田　悦子 うちだ　えつこ 女 五段 二宮弓道協会

120 錬士の部 松井　和彦 まつい　かずひこ 男 錬士 五段 二宮弓道協会

148 教士の部 高瀬　元春 たかせ　もとはる 男 教士 六段 二宮弓道協会

24 有段者の部 佐々木　江麻 ささき　えま 女 参段 厚木市弓協

57 有段者の部 寳木　彩百合 たからぎ　さゆり 女 四段 厚木市弓協

77 有段者の部 森島　洋子 もりしま　ようこ 女 五段 厚木市弓協

81 有段者の部 宮田　祐希 みやた　ゆうき 男 五段 厚木市弓協

91 有段者の部 藤林　丈司 ふじばやし　たけじ 男 五段 厚木市弓協

108 錬士の部 加藤　之裕 かとう　ゆきひろ 男 錬士 五段 厚木市弓協

130 錬士の部 岩佐　敏夫 いわさ　としお 男 錬士 六段 厚木市弓協

18 有段者の部 茶村　俊裕 ちゃむら　としひろ 男 参段 伊勢原弓協

64 有段者の部 山田　康雄 やまだ　やすお 男 四段 伊勢原弓協

110 錬士の部 佐々木　喜代治 ささき　きよはる 男 錬士 五段 伊勢原弓協

124 錬士の部 佐々木　豊 ささき　ゆたか 男 錬士 六段 伊勢原弓協

131 錬士の部 高安　隆彰 たかやす　たかあき 男 錬士 六段 伊勢原弓協

143 教士の部 山下　文江 やました　ふみえ 女 教士 六段 秦野弓道協会


