
第67回層別弓道選手権大会（一般男子の部）

No. 氏　　名 所　属 的中 No. 氏　　名 所　属 的中

1 中村　隆雄 大和市弓協 41 原田　等 若葉会

2 師　達己 ときわ弓友会 42 高橋　博弥 栄弓友会

3 中村　孝司 戸塚弓友会 43 平田　昭生 横須賀市弓協

4 松田　隆 富士フイルム 44 志村　一男 相模原市弓協

5 鞍成　耕二 横須賀市弓協 45 西田　浩司 泉弓友会

6 永澤　宣之 泉弓友会 46 福田　公一 若葉会

7 宮腰　淳一 栄弓友会 47 福冨　啓光 藤沢市弓協

8 地﨑　修 錬成会 48 村上　繁 逗子弓道協会

9 村木　義孝 鎌倉市弓協 49 長谷川　洋一 紫紺会

10 福田　和太 ときわ弓友会 50 中瀬　幸雄 寒川町弓協

11 戸石　賢二 旭区弓道協会 51 碇　光治 清泉会

12 原　純 若葉会 52 髙原　幸雄 川崎弓道会

13 嶋岡　一生 鶴岡八幡宮 53 益田　茂 泉弓友会

14 海老原　徳夫 伊勢原弓協 54 真部　修 ＪＦＥ東日本

15 鈴木　大地 藤沢市弓協 55 齋藤　準 戸塚弓友会

16 小松　宏 横須賀市弓協 56 白土　神一 大和市弓協

17 中堀　正嗣 藤沢市弓協 57 佐藤　正弘 厚木市弓協

18 石川　昌彦 座間市弓協 58 今井　欣二郎 鎌倉市弓協

19 中村　芳裕 栄弓友会 59 大元　正広 伊勢原弓協

20 篠塚　耕二 若葉会 60 岩田　光夫 海老名市弓協

21 金濱　修一 厚木市弓協 61 木船　克己 栄弓友会

22 北原　卓 多摩弓友会 62 國井　孝洋 相模原市弓協

23 山口　幸治 秦野弓道協会 63 髙橋　寛雄 大和市弓協

24 瀧本　浩一 清泉会 64 庄境　誠 厚木市弓協

25 吉澤　晴美 朋有会 65 上塘　淳 三保弓道会

26 小澤　邦彦 秦野弓道協会 66 松本　健一 清泉会

27 茶村　俊裕 伊勢原弓協 67 吉識　雄二 横須賀市弓協

28 森下　豊 旭区弓道協会 68 丸山　晃正 若葉会

29 倉本　直哉 平塚弓道会 69 芦江　駒男 伊勢原弓協

30 中込　仁 ときわ弓友会 70 林　亮 多摩弓友会

31 大光明　宏和 多摩弓友会 71 黒川　眞行 戸塚弓友会

32 高木　謙至 厚木市弓協 72 江端　直行 鎌倉市弓協

33 明石　敦 海老名市弓協 73 藤林　丈司 厚木市弓協

34 林　健一 藤沢市弓協 74 工藤　俊太郎 栄弓友会

35 大鶴　裕也 自彊館 75 加藤　哲也 茅ヶ崎弓協

36 木戸　克典 海老名市弓協 76 樋口　正典 小田原弓協

37 伊豆原　信一郎 あずさ会 77 杉山　伸幸 鎌倉市弓協

38 三觜　美範 藤沢市弓協 78 浅野　光夫 大和市弓協

39 斉藤　茂 鶴岡八幡宮 79 安部　秀 鶴岡八幡宮

40 遠藤　一夫 戸塚弓友会 80 小川　弘 相模原市弓協

受付 8時45分から9時15分まで



第67回層別弓道選手権大会（称号者の部）

No. 氏　　名 所　属 的中 No. 氏　　名 所　属 的中

101 神代　真琴 横須賀市弓協 137 安田　憲二 栄弓友会

102 佐藤　昌子 若葉会 138 真野　章代 伊勢原弓協

103 高見澤　八重子 横須賀市弓協 139 兼村　洋子 大和市弓協

104 佐々木　晴子 平塚弓道会 140 佐藤　美左子 若葉会

105 木倉　順子 泉弓友会 141 遠藤　博行 戸塚弓友会

106 軽部　隆 ときわ弓友会 142 石田　賀久 秦野弓道協会

107 三澤　常雄 寒川町弓協 143 古賀　政子 相模原市弓協

108 平田　美代子 横須賀市弓協 144 加藤　之裕 厚木市弓協

109 藤井　敦子 相模原市弓協 145 菅野　まき 栄弓友会

110 中村　健治郎 朋有会 146 小川　俊雄 旭区弓道協会

111 平山　邦子 平塚弓道会 147 高安　隆彰 伊勢原弓協

112 石井　将人 厚木市弓協 148 田中　千穂 鎌倉市弓協

113 杉本　小夜子 ときわ弓友会 149 安藤　知子 旭区弓道協会

114 楠生　平 旭区弓道協会 150 繁友　修 多摩弓友会

115 高橋　和貴 大和市弓協 151 萩原　智子 栄弓友会

116 佐々木　喜代治 伊勢原弓協 152 佐々木　和子 相模原市弓協

117 伊藤　律郎 戸塚弓友会 153 地引　良利 湯河原弓友会

118 井萱　幸男 厚木市弓協 154 岩佐　敏夫 厚木市弓協

119 宇佐美　洋佑 あずさ会 155 佐々木　豊 伊勢原弓協

120 黄海　雄二 平塚弓道会 156 河井　諭 川崎弓道会

121 武田　英二 戸塚弓友会 157 児玉　光 鶴岡八幡宮

122 神野　明子 栄弓友会 158 倉本　佳文 座間市弓協

123 正田　惟子 ときわ弓友会 159 森田　陽子 大和市弓協

124 山口　治 大和市弓協 160 河村　ノヱ子 若葉会

125 吉田　尚 ＪＦＥ東日本 161 出口　宏光 横須賀市弓協

126 古郡　健 藤沢市弓協 162 宇都　幸夫 相模原市弓協

127 山田　尊央 若葉会 163 田中　恭子 平塚弓道会

128 辻本　裕美 相模原市弓協

129 中村　千絵 栄弓友会

130 鈴木　克己 教職員弓友会

131 江副　元気 鶴岡八幡宮

132 佐藤　健児 泉弓友会

133 工藤　美智代 中井町同好会

134 望月　久美 相模原市弓協

135 山下　文江 秦野弓道協会

136 寺尾　義裕 三保弓道会

受付 12時から12時45分まで



第67回層別弓道選手権大会（一般女子の部）

No. 氏　　名 所　属 的中 No. 氏　　名 所　属 的中

1 新井　京子 戸塚弓友会 37 桑波田　真由美 朋有会

2 櫛部　園江 平塚弓道会 38 中村　美咲 鶴岡八幡宮

3 鈴木　雅美 泉弓友会 39 長田　和子 大和市弓協

4 佐藤　知世 ときわ弓友会 40 佐藤　由美子 伊勢原弓協

5 秋田　彩乃 栄弓友会 41 山縣　佐織 栄弓友会

6 有泉　良恵 若葉会 42 松本　久美子 清泉会

7 横田　麻乃 藤沢市弓協 43 名輪　みゆき 戸塚弓友会

8 森田　直美 鎌倉市弓協 44 髙木　加代子 若葉会

9 毛利　満子 大和市弓協 45 田島　翔子 自彊館

10 浅井　悦子 旭区弓道協会 46 道下　憂子 鶴岡八幡宮

11 花　あゆみ 鶴岡八幡宮 47 瀧本　晃世 相模原市弓協

12 千喜良　美津子 座間市弓協 48 護得久　英子 栄弓友会

13 小川　香緒里 川崎弓道会 49 杉本　夏子 藤沢市弓協

14 伊東　良子 伊勢原弓協 50 藤林　茜 厚木市弓協

15 山岡　晶 横須賀市弓協 51 恩田　久江 川崎弓道会

16 大塚　映美 ＪＦＥ東日本 52 高須　みゆき ときわ弓友会

17 藤江　美智 多摩弓友会 53 遠藤　尚美 泉弓友会

18 小林　布美枝 若葉会 54 荒井　英子 清泉会

19 渡部　望 大和市弓協 55 佐々木　江麻 厚木市弓協

20 小黒　祥子 海老名市弓協 56 伊豆原　弓 あずさ会

21 佐藤　みゆき 厚木市弓協 57 熊谷　恵 藤沢市弓協

22 吉澤　円 鎌倉市弓協 58 飯田　理々子 相模原市弓協

23 諏訪　紀子 川崎弓道会 59 勝永　美恵子 戸塚弓友会

24 財部　みゆき 横須賀市弓協 60 渡邊　淳子 厚木市弓協

25 德江　みゆき 藤沢市弓協 61 金子　綾子 栄弓友会

26 本池　知子 栄弓友会 62 羽二生　喜美子 旭区弓道協会

27 佐藤　瑞紀 海老名市弓協 63 高橋　智枝 横須賀市弓協

28 秋岡　美生子 若葉会

29 小澤　浩美 寒川町弓協

30 藤掛　真里恵 藤沢市弓協

31 森　美紀 厚木市弓協

32 小野　美代子 泉弓友会

33 坂本　登美子 若葉会

34 香西　文子 清泉会

35 井上　薫 横須賀市弓協

36 関水　はる子 戸塚弓友会

受付 8時45分から9時15分まで



第67回層別弓道選手権大会（青年の部）

No. 氏　　名 所　属 的中

101 鈴木　文也 厚木市弓協

102 長澤　駿祐 紫雲会

103 小野　知奈美 戸塚弓友会

104 大亀　吏江子 藤沢市弓協

105 安里　涼 川崎弓道会

106 渡邊　雄大 厚木市弓協

107 中島　真帆 教職員弓友会

108 玉井　裕貴 朋有会

109 大澤　範晃 相模原市弓協

110 藤塚　優樹 川崎弓道会

111 大河原　友季 自彊館

112 山本　航也 戸塚弓友会

113 寳木　彩百合 厚木市弓協

114 山本　みなみ 藤沢市弓協

115 赤松　知弥 伊勢原弓協

116 相原　あすみ ＪＦＥ東日本

117 近岡　佐紀太 栄弓友会

118 宮田　祐希 厚木市弓協

119 財部　まりな 横須賀市弓協

120 田中　亮祐 鎌倉市弓協

121 青木　知仁 戸塚弓友会

122 嶋田　直人 藤沢市弓協

123 川崎　達弘 小田原弓協

124 風間　成実 大和市弓協

125 高木　哲生 川崎弓道会

126 中平　浩史 厚木市弓協

127 西澤　知恵里 相模原市弓協

128 仲　有沙 教職員弓友会

129 大辻　智嗣 戸塚弓友会

130 伊沢　悠軌 藤沢市弓協

131 矢野　晃佑 あずさ会

132 東　あゆみ ときわ弓友会

受付 12時から12時45分まで


