
開催日：2022年8月7日（日）

場　所：厚木市東町スポーツセンター

【参加者各位】

新型コロナ対策のため、以下に記載のように進行させていただきます。

・受付時間は各団体ごとに設定させていただきました。受付時間に合わせてご来館ください。

・受付場所は4階　第３・第４会議室になります。入館後直接4階受付へお越しください。

・5立小回りで進行します。立順61~74は運営の都合上、4立または3立小回りで進行します。

・競技開始時間は進行状況により遅れる場合があります。

・6中以上の方は線的競射（1射）を行います。8射皆中者は全参加者の行射終了後に射詰競射を行います。

・コロナ対策のため、開会式および閉会式は行いません。誠に勝手ながら、賞状および賞品は後日

　各団体に送付させていただきますので、行射終了後はすみやかにご退館ください。

・センター内駐車場は狭小につき利用できません。車でご来場される場合は近隣の有料駐車場または

　相模川河川敷の無料駐車場をご利用ください（徒歩約 10 分。利用可能時間：午前９時～午後７時）。

　なお、8月6日開催予定の花火大会が雨天により7日に順延となった場合は、相模川河川敷の無料駐車場は

　利用できませんのでご注意ください。

・8月6日開催予定の花火大会が雨天により7日に順延となった場合は、スポーツセンターが17時閉館となる

　都合上、立順69番以降が参加いただけなくなる可能性がありますのでご了承ください。

　その際は前日までに代表者の方に電話連絡させていただきます。

・咳、発熱等の症状がある方は、参加を控えていただきますようお願いします。

あつぎ鮎まつり第 74 回協賛弓道大会　一般の部

立順・受付時間表



立順 ゼッケン 名前 フリガナ 所属 35歳以下 受付時間 召集開始 競技開始
1 1 三觜　美範 ミツハシ　ヨシノリ 藤沢市弓道協会
1 2 三觜　秀子 ミツハシ　ヒデコ 藤沢市弓道協会
1 3 山口　恵子 ヤマグチ　ケイコ 藤沢市弓道協会
2 4 原田　里美 ハラダ　サトミ 藤沢市弓道協会
2 5 田中　麻里 タナカ　マリ 藤沢市弓道協会
2 6 鈴木　仁美 スズキ　ヒトミ 藤沢市弓道協会
3 7 鈴木　大地 スズキ　タイチ 藤沢市弓道協会
3 8 横田　麻乃 ヨコタ　アサノ 藤沢市弓道協会
3 9 高橋　貴子 タカハシ　タカコ 藤沢市弓道協会
4 10 福冨　真貴 フクトミ　マキ 藤沢市弓道協会
4 11 福冨　啓光 フクトミ　モトミツ 藤沢市弓道協会
4 12 杉本　武彦 スギモト　タケヒコ 藤沢市弓道協会
5 13 杉本　夏子 スギモト　ナツコ 藤沢市弓道協会
5 14 佐川　トシ子 サガワ　トシコ 藤沢市弓道協会
5 15 松本　憲昌 マツモト　ノリマサ 藤沢市弓道協会
6 16 藤掛　真理恵 フジカケ　マリエ 藤沢市弓道協会
6 17 中堀　正嗣 ナカボリ　マサツグ 藤沢市弓道協会
6 18 齋藤　準 サイトウ　ヒトシ 横浜市戸塚弓友会
7 19 中村　孝司 ナカムラ　コウジ 横浜市戸塚弓友会
7 20 望月　康紀 モチヅキ　ヤスノリ 横浜市戸塚弓友会
7 21 舘内　研也 タテウチ　ケンヤ 横浜市戸塚弓友会
8 22 片岡　畔 カタオカ　ユタカ 横浜市戸塚弓友会
8 23 名輪　みゆき ナワ　ミユキ 横浜市戸塚弓友会
8 24 勝永　美恵子 カツナガ　ミエコ 横浜市戸塚弓友会
9 25 松崎　昌広 マツザキ　マサヒロ 座間市弓道協会
9 26 林　秀紀 ハヤシ　ヒデノリ 座間市弓道協会
9 27 日比野　利昭 ヒビノ　トシアキ 座間市弓道協会
10 28 市橋　淳平 イチハシ　ジュンペイ座間市弓道協会
10 29 岩瀬　けい子 イワセ　ケイコ 横浜市泉弓友会
10 30 鈴木　実 スズキ　ミノル 横浜市泉弓友会
11 31 小林　美香 コバヤシ　ミカ 横浜市泉弓友会
11 32 萩原　登 ハギワラ　ノボル 横浜市泉弓友会
11 33 吉川　威 キッカワ　タケシ 横浜市泉弓友会
12 34 吉川　広子 キッカワ　ヒロコ 横浜市泉弓友会
12 35 玉木　登士彦 タマキ　トシヒコ 横浜市泉弓友会
12 36 谷　政幸 タニ　マサユキ 横浜市泉弓友会
13 37 西田　浩司 ニシタ　コウジ 横浜市泉弓友会
13 38 小宮　岳志 コミヤ　タケシ 横浜市泉弓友会
13 39 齋藤　諒 サイトウ　リョウ ランクル 〇 9:30～10:00
14 40 金子　綾子 カネコ　アヤコ 横浜市栄弓友会
14 41 本池　知子 モトイケ　トモコ 横浜市栄弓友会
14 42 中村　芳裕 ナカムラヨシヒロ 横浜市栄弓友会
15 43 中村　美咲 ナカムラ　ミサキ 鶴岡八幡宮研修道場
15 44 中村　雅己 ナカムラ　マサコ 鶴岡八幡宮研修道場
15 45 梶野　晴子 カジノ　　ハルコ 鶴岡八幡宮研修道場
16 46 白田　香代子 ハクタ　　カヨコ 鶴岡八幡宮研修道場
16 47 徳増　幸次 トクマス　コウジ 鶴岡八幡宮研修道場
16 48 小池　幸子 コイケ　ユキコ 寒川町弓道協会
17 49 明賀　成美 ミョウガ　シゲミ 寒川町弓道協会
17 50 飯山　昇 イイヤマ　ノボル 富士フイルム
17 51 泉　竜太 イズミ　リョウタ 富士フイルム 〇
18 52 藤井　美結 フジイ　ミユ 富士フイルム 〇
18 53 齋藤　暢幸 サイトウ　ノブユキ 南足柄弓道協会
18 54 坪倉　陽子 ツボクラ　ヨウコ 南足柄弓道協会
19 55 加藤　めぐみ カトウ　メグミ 南足柄弓道協会
19 56 飯口　勝之 イイグチ　カツユキ 南足柄弓道協会
19 57 村上　亜美 ムラカミ　アミ 南足柄弓道協会
20 58 石井　雅彦 イシイ　マサヒコ 南足柄弓道協会
20 59 赤松　八重子 アカマツ　ヤエコ 南足柄弓道協会
20 60 西原　光代 ニシハラ　ミツヨ 南足柄弓道協会

9:30～10:00

9:30～10:00

9:30～10:00

9:00～9:15

9:20～ 9:30～

9:00～9:15

9:00～9:15

9:00～10:00

10:15～ 10:30～

9:30～10:00

9:30～10:00



立順 ゼッケン 名前 フリガナ 所属 35歳以下 受付時間 召集開始 競技開始
21 61 見取　虎人 ミドリタケト 神奈川総合高校OB 〇
21 62 小林　慶太 コバヤシケイタ 神奈川総合高校OB 〇
21 63 殿岡　拓己 トノオカタクミ 神奈川総合高校OB 〇
22 64 高橋　智枝 タカハシ　トモエ 横須賀市弓道協会
22 65 木下　直子 キノシタ　ナオコ 横須賀市弓道協会
22 66 須藤　真琴 スドウ　マコト 横須賀市弓道協会
23 67 中西　卓 ナカニシ　タク 横須賀市弓道協会
23 68 白石　直基 シライシ　ナオキ 朋有会 〇
23 69 藤　大樹 エンドウ　ダイキ 朋有会 〇
24 70 茶村　俊裕 チャムラ　トシヒロ 伊勢原弓道協会
24 71 赤松　知弥 アカマツ　トモヤ 伊勢原弓道協会 〇
24 72 芦江　駒男 アシエ　コマオ 伊勢原弓道協会
25 73 伊東　丈夫 イトウ　ジョウブ 伊勢原弓道協会
25 74 下門　芳子 シモジョウ　ヨシコ 伊勢原弓道協会
25 75 真野　章代 マノ　アキヨ 伊勢原弓道協会
26 76 大元　正広 オオモト　マサヒロ 伊勢原弓道協会
26 77 久保田　和希 クボタ　カズキ 伊勢原弓道協会 〇
26 78 竹田　夏綺 タケダ　ナツキ 伊勢原弓道協会 〇
27 79 武　克枝 タケ　カツエ 伊勢原弓道協会
27 80 森田　直美 モリタ　ナオミ 鎌倉市弓道協会
27 81 村木　義孝 ムラキ　ヨシタカ 鎌倉市弓道協会
28 82 村木　りつ子 ムラキ　リツコ 鎌倉市弓道協会
28 83 木村　由布子 キムラ　ユウコ 鎌倉市弓道協会
28 84 加藤　哲也 カトウ　テツヤ 茅ヶ崎弓道協会
29 85 井上　寛治 イノウエ　カンジ 茅ヶ崎弓道協会
29 86 皆川　嘉奈子 ミナガワ　カナコ 茅ヶ崎弓道協会
29 87 兼子　勝也 カネコ　カツヤ 茅ヶ崎弓道協会
30 88 小俣　和子 オマタ　カズコ 茅ヶ崎弓道協会
30 89 江尻　富雄 エジリ　トミオ 茅ヶ崎弓道協会
30 90 宮永　敏明 ミヤナガ　トシアキ 秦野弓道協会
31 91 小澤　邦彦 オザワ　クニヒコ 秦野弓道協会
31 92 丸山　憲司 マルヤマ　ケンジ 秦野弓道協会
31 93 岡田　純 オカダ　ジュン 秦野弓道協会
32 94 高田　香織 タカダ　カオリ 秦野弓道協会
32 95 公手　和正 クデ　カズマサ 秦野弓道協会
32 96 鈴木　則夫 スズキ　ノリオ 秦野弓道協会
33 97 仰木　浩子 オオギ　ヒロコ 秦野弓道協会
33 98 岩本　卓也 イワモト　タクヤ 秦野弓道協会
33 99 川畑　由江 カワバタ　ヨシエ 秦野弓道協会
34 100 寺岡　裕子 テラオカ　ユウコ 秦野弓道協会 〇
34 101 山口　聖子 ヤマグチ　ショウコ 秦野弓道協会
34 102 道上　みちる ドウジョウ　ミチル 相模原市弓道協会
35 103 中田　修 ナカタ　オサム 相模原市弓道協会
35 104 江川　真澄 エガワ　マスミ 相模原市弓道協会
35 105 國井　孝洋 クニイ　タカヒロ 相模原市弓道協会
36 106 里井　慶芳 サトイ　ケイホウ あずさ会
36 107 五郡　優子 ゴグン　ユウコ あずさ会
36 108 望月　智子 モチヅキ　サトコ あずさ会
37 109 原田　萌々果 ハラダ　モモカ あずさ会 〇
37 110 長谷川　桂子 ハセガワ　ケイコ あずさ会
37 111 石井　ナミ子 イシイ　ナミコ あずさ会
38 112 福田　幸子 フクダ　サチコ あずさ会
38 113 大西　雅博 オオニシ　マサヒロ ときわ弓友会
38 114 村川　巳知 ミラカワ　ミチ ときわ弓友会
39 115 小泉　奈緒 コイズミ　ナオ ときわ弓友会
39 116 阿部　幸子 アベ　サチコ ときわ弓友会
39 117 戸谷　智恵美 トタニ　チエミ ときわ弓友会
40 118 戸谷　政宏 トタニ　マサヒロ ときわ弓友会
40 119 兒玉　あずさ コダマ　アズサ ときわ弓友会
40 120 池田　晃 イケダ　アキラ ときわ弓友会

10:30～11:00

10:30～12:00

12:15～ 12:30～

11:30～12:00

11:30～12:00

11:30～13:00

10:30～11:00

11:15～ 11:30～

10:30～11:00

10:30～11:00

10:30～11:00

10:30～11:00



立順 ゼッケン 名前 フリガナ 所属 35歳以下 受付時間 召集開始 競技開始
41 121 畑山　春雄 ハタケヤマ　ハルオ ときわ弓友会 11:30～13:00
41 122 大久保　みちる オオクボ　ミチル 川崎多摩弓友会 〇
41 123 藤江　美智 フジエ　ミチ 川崎多摩弓友会
42 124 遠藤　努 エンドウ　ツトム 川崎多摩弓友会
42 125 遠藤　晶子 エンドウ　アキコ 川崎多摩弓友会
42 126 細谷　聡美 ホソヤ　サトミ 川崎多摩弓友会
43 127 森　圭介 モリ　ケイスケ 川崎多摩弓友会 〇
43 128 荒川　弘 アラカワ　ヒロシ 川崎多摩弓友会
43 129 谷口　武典 ヤグチ　タケノリ 川崎多摩弓友会
44 130 林　亮 ハヤシ　マコト 川崎多摩弓友会
44 131 大光明　宏和 オオミヤ　ヒロカズ 川崎多摩弓友会
44 132 北原　卓 キタハラ　タク 川崎多摩弓友会
45 133 小栗　玲子 オグリ　レイコ 川崎多摩弓友会
45 134 黄川田　寛 キカワダ　ヒロシ 川崎多摩弓友会
45 135 田崎　稔明 タサキ　トシアキ 川崎多摩弓友会
46 136 和田　隆行 ワダ　タカユキ 川崎多摩弓友会
46 137 魚住　由紀子 ウオズミ ユキコ 横浜市弓道若葉会
46 138 根元　美保 ネモト ミホ 横浜市弓道若葉会
47 139 管原　直文 スガハラ　ナオフミ 横浜市弓道若葉会
47 140 立野　悦子 タテノ エツコ 横浜市弓道若葉会
47 141 小泉　純子 コイズミジュンコ 横浜市弓道若葉会
48 142 髙木　加代子 タカギ カヨコ 横浜市弓道若葉会
48 143 染矢　里香 ソメヤ リカ 横浜市弓道若葉会
48 144 福田　公一 フクダ コウイチ 横浜市弓道若葉会
49 145 篠塚　耕二 シノズカ コウジ 横浜市弓道若葉会
49 146 春山 美由紀 ハルヤマ ミユキ 横浜市弓道若葉会
49 147 五十嵐　拓 イガラシ タク 横浜市弓道若葉会
50 148 佐々木　晴子 ササキ ハルコ 平塚弓道会
50 149 櫛部　園江 クシベ ソノエ 平塚弓道会
50 150 大庭　聡志 オオバ サトシ 平塚弓道会
51 151 倉本　直哉 クラモト ナオヤ 平塚弓道会
51 152 横山　美佐江 ヨコヤ マミサエ 平塚弓道会
51 153 下田　宏 シモダ ヒロシ 平塚弓道会
52 154 黒部　栄三 クロベ エイゾウ 平塚弓道会
52 155 山田　愛弓 ヤマダ　アユミ 東海大学 〇
52 156 古谷涼太郎 フルヤ　リョウタロウ東海大学 〇
53 157 鈴木　桃子 スズキ　モモコ 大和市弓道協会 〇
53 158 須藤　愛 スドウ　アイ 大和市弓道協会 〇
53 159 風間　成実 カザマ　ナルミ 大和市弓道協会 〇
54 160 廣田　雅美 ヒロタ　マサミ 大和市弓道協会
54 161 位田　泉 インデン　イズミ 大和市弓道協会
54 162 大滝　良子 オオタキ　リョウコ 大和市弓道協会
55 163 多田　由喜子 タダ　ユキコ 大和市弓道協会
55 164 江波戸　智代 エバト　トモヨ 大和市弓道協会
55 165 森田　美喜子 モリタ　ミキコ 大和市弓道協会
56 166 渡部　望 ワタナベ　ノゾミ 大和市弓道協会
56 167 小坂　竜也 コサカ　タツヤ 大和市弓道協会
56 168 中村　隆雄 ナカムラ　タカオ 大和市弓道協会
57 169 川野　克俊 カワノ　カツトシ 大和市弓道協会
57 170 浅野　光夫 アサノ　ミツオ 大和市弓道協会
57 171 白土　神一 シラツチ　シンイチ 大和市弓道協会
58 172 田中　好信 タナカ　ヨシノブ 大和市弓道協会
58 173 山口　治 ヤマグチ　オサム 大和市弓道協会
58 174 山田　敏之 ヤマダ　トシユキ 大和市弓道協会
59 175 山根　敏春 ヤマネ　トシハル 大和市弓道協会
59 176 髙橋　寛雄 タカハシ　ノリオ 大和市弓道協会
59 177 齋藤　幾央 サイトウ　キオウ 東弓会 〇
60 178 中道　衡貴 ナカミチ　コウキ 東弓会 〇
60 179 牧野　俊輝 マキノ　トシキ 東弓会 〇
60 180 本間　敬浩 ホンマ　タカヒロ 東弓会 〇

13:15～ 13:30～

12:30～13:00

12:30～13:00

12:30～14:00

14:15～ 14:30～

13:30～14:00

13:30～14:00

13:30～15:00



立順 ゼッケン 名前 フリガナ 所属 35歳以下 受付時間 召集開始 競技開始
61 181 三井　康平 ミツイ　コウヘイ 東弓会 〇
61 182 田川　明花 タガワ　ハルカ 東弓会 〇
61 183 菊池　貴之 キクチ　タカユキ 東弓会 〇
62 184 西小路　稚七 ニシコウジ　チナ 東弓会 〇
62 185 安部　和加子 アベ　ワカコ 東弓会 〇
62 186 大岡　由紀恵 オオオカ　ユキエ 東弓会 〇
63 187 宮地　那奈 ミヤチ　ナナ 東弓会 〇
63 188 橋本　卓矢 ハシモト　タクヤ 東弓会 〇
63 189 内海　宏基 ウツミ　ヒロキ 東弓会 〇
64 190 関谷　優佑 セキヤ　ユウスケ 東弓会 〇
64 191 飯塚　雄己 イイヅカ　ユウキ 東弓会 〇
64 192 楠　リナ クスノキ　リナ 東弓会 〇
65 193 陣野　友梨菜 ジンノ　ユリナ 東弓会 〇
65 194 鷲津　有紀 ワシヅ　ユキ 東弓会
65 195 外川　真衣 トガワ　マイ 東弓会 〇
66 196 小平　貴博 コヒラ　タカヒロ 東弓会
66 197 岩瀬　 由里香 イワセ　 ユリカ 東弓会 〇
66 198 菊地　敦子 キクチ　アツコ 東弓会
67 199 森山　和浩 モリヤマ　カズヒロ 東弓会
67 200 三上　りえ ミカミ　リエ 東弓会 〇
67 201 村澤　静 ムラサワ　シズ 東弓会
68 202 大田 崚眞 オオタ リョウマ 緑和会 〇
68 203 宇野 智紀 ウノ トモキ 緑和会 〇
68 204 吉岡 秀晃 ヨシオカ ヒデアキ 緑和会 〇
69 205 小柳　亮一 コヤナギ　リョウイチ海老名市弓道協会
69 206 輪島　栄二 ワジマ　エイジ 海老名市弓道協会
69 207 佐藤　瑞紀 サトウ　ミズキ 海老名市弓道協会
70 208 小黒　祥子 オグロ　サチコ 海老名市弓道協会
70 209 熊倉　和浩 クマクラ　カズヒロ 海老名市弓道協会
70 210 塚田　郁乃 ツカダ　イクノ 海老名市弓道協会
71 211 渥美　聡子 アツミ　サトコ 海老名市弓道協会
71 212 木戸　克典 キド　カツノリ 海老名市弓道協会
71 213 片山　芽 カタヤマ　メグミ 海老名市弓道協会
72 214 明石　敦 アカシ　アツシ 海老名市弓道協会
72 215 竹中　陽二 タケナカ　ヨウジ 海老名市弓道協会
72 216 高柳　吉男 タカヤナギ　ヨシオ 海老名市弓道協会
73 217 伊藤　峰 イトウ　タカシ 海老名市弓道協会
73 218 金井　光恵 カナイ　ミツエ 川崎弓道会
73 219 上條　千恵子 カミジョウ　チエコ 川崎弓道会
74 220 古谷　秋実 フルヤ　アキミ 川崎弓道会
74 221 高原　幸雄 タカハラ　ユキオ 川崎弓道会
74 222 庄境　誠 ショウザカイ　マコト厚木市弓道協会 -
75 223 庄境　和代 ショウザカイ　カズヨ厚木市弓道協会 -
75 224 中平　浩史 ナカヒラ　ヒロシ 厚木市弓道協会 -
75 225 宮田　祐希 ミヤタ　ユウキ 厚木市弓道協会 -
76 226 佐藤　みゆき サトウ　ミユキ 厚木市弓道協会 -
76 227 西　毅 ニシ　ツヨシ 厚木市弓道協会 -
76 228 石井　将人 イシイ　マサト 厚木市弓道協会 -
77 229 井上　真理子 イノウエ　マリコ 厚木市弓道協会 -
77 230 大野　浩典 オオノ　ヒロノリ 厚木市弓道協会 -
77 231 寺岡　栄一 テラオカ　エイイチ 厚木市弓道協会 -
78 232 藤林　茜 フジバヤシ　アカネ 厚木市弓道協会 -
78 233 小林　秀次 コバヤシ　シュウジ 厚木市弓道協会 -
78 234 清水　浩美 シミズ　ヒロミ 厚木市弓道協会 -
79 235 宮田　彩百合 ミヤタ　サユリ 厚木市弓道協会 -
79 236 下田平　浩子 ヒモタヒラ　ヒロコ 厚木市弓道協会 -
79 237 武田　賀子 タケダ　ヨシコ 厚木市弓道協会 -
80 238 鈴木　文也 スズキ　フミヤ 厚木市弓道協会 -
80 239 茅　主税 カヤ　チカラ 厚木市弓道協会 -
80 240 森　美紀 モリ　ミキ 厚木市弓道協会 -

16:40～ 16:55～

13:30～15:00

15:15～ 15:30～

14:30～15:00

14:20～14:50

16:05～ 16:20～

14:20～14:50



立順 ゼッケン 名前 フリガナ 所属 35歳以下 受付時間 召集開始 競技開始
81 241 金濱　修一 カネハマ　シュウイチ厚木市弓道協会 -
81 242 水戸井　郁子 ミトイ　イクコ 厚木市弓道協会 -
81 243 井脇　洋子 イワキ　ヨウコ 厚木市弓道協会 -
82 244 渡邊　雄大 ワタナベ　タケヒロ 厚木市弓道協会 -
82 245 牧田　嘉久 マキタ　ヨシヒサ 厚木市弓道協会 -
82 246 佐藤　正弘 サトウ　マサヒロ 厚木市弓道協会 -
83 247 岩佐　敏夫 イワサ　トシオ 厚木市弓道協会 -
83 248 野口　佳江 ノグチ　ヨシエ 厚木市弓道協会 -
83 249 新井　恵美 アライ　メグミ 厚木市弓道協会 -
84 250 小島　あずさ コジマ　アズサ 厚木市弓道協会 -
84 251 保坂　恭吾 ホサカ　キョウゴ 厚木市弓道協会 -
84 252 藤林　丈司 フジバヤシ　タケジ 厚木市弓道協会 -

16:40～ 16:55～


