
実施⽇：
会 場：

【⽇程】
9:00 運営委員集合。⽇程説明の後、会場設営
9:10 受審者受付開始（事前配布の来場時間帯に基づく）
9:30 審査員打合わせ
10:00 審査開始

種別（番号） ⼈数 種別（番号） ⽴数
9:10 〜 9:30 無指定(   1〜  30) 30 10:00 〜 10:55 無指定(   1〜  30) 6
9:10 〜 9:30 初 段(101〜103) 3 10:55 〜 11:05 初 段(101〜103) 1
10:30 〜 10:50 弐 段(201〜237) 37 11:20 〜 12:30 弐 段(201〜237) 8

70名 15⽴

＊注意事項

① 可能な限り⼸道⾐で来館ください。

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 合格発表は9⽉14⽇（⽔）の予定。

⼤阪府⼸道連盟 令和４年度 秋季審査
実施⽇程

令和4年9⽉11⽇
万博記念公園⼸道場

受付・学科（レポート）提出時間

⾏射時のマスク着⽤可です。第⼀控でマスクを外す場合はご⾃⾝で保管ください。

⾏射審査は「審査における⾏射の要領（５⼈⽴の場合）」で⾏います。

⾏射審査で⽋員が⽣じた場合、時間枠の⽴数の中で前に詰めて実施します。

⾏射終了後は、⼸具を確認の上、速やかに受付に申し出て退館ください。

以上、ご協⼒をお願いします。

時 間受付時間

学科（レポート）は受付へ提出ください。

⼊館時は受付で検温、健康チェックし、退館時も受付で退館時間を記録します。

マスクは常時着⽤し、私語を慎みください。

昼 ⾷ 休 憩（45分）

⾏ 射



大阪府弓道連盟 審査部

退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

1 下村 晃弘 電通⼤

2 武村 豊⼈ 電通⼤

3 那須 優⽃ 電通⼤

4 布沢 圭梧 電通⼤

5 中野 朱黎 電通⼤

6 駒⽉ 胡太郎 近畿⼤

7 ⼾原 侑紀 近畿⼤

8 ⼩⼭ 祐輝 薬科⼤

9 上岡 智咲 教育⼤

10 ⻄垣 速⼈ 近畿⼤

11 坂上 恵⼦ 近畿⼤

12 ⽥近 ⽇奈⼦ 近畿⼤

13 磯部 冴 医科⼤

14 塩⾒ 朱加 近畿⼤

15 吉井 らな 医科⼤

16 年名 萌 医科⼤

17 住吉 和⾹奈 医科⼤

18 ⻄原 佳穂 近畿⼤

19 平井 ⼤智 電通⼤

20 新 ゆめ 近畿⼤

21 ⻘⽊ 紗恵 薬科⼤

22 ⿊川 宗 近畿⼤

23 宮﨑 真太郎 近畿⼤

24 ⼩野 洋揮 医科⼤

25 ⾼橋 太朗 吹⽥

9:10〜9:30

無指定(   1〜  30)

令和4年9⽉11⽇ 会場：万博記念公園⼸道場⼤阪府⼸道連盟秋季審査(無指定の部）  

⼊館
番号 ⽒       名 受付時間所   属



大阪府弓道連盟 審査部

退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

令和4年9⽉11⽇ 会場：万博記念公園⼸道場⼤阪府⼸道連盟秋季審査(無指定の部）  

⼊館
番号 ⽒       名 受付時間所   属

26 ⻄川 佳代⼦ 茨⽊

27 宮本 弥⽣ 茨⽊

28 ⾕⼝ 安⼦ 茨⽊

29 原 雅⼦ 堺

30 上⽥ 正彦 茨⽊

9:10〜9:30

無指定(   1〜  30)



大阪府弓道連盟 審査部

退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

101 ⽯原 有珠 医科⼤

102 中尾 結花 芸術⼤

103 藤本 琉⽣ 堺

⼤阪府⼸道連盟秋季審査(初段の部）   令和4年9⽉11⽇ 会場：万博記念公園⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

初 段(101〜103)

9:10〜9:30



大阪府弓道連盟 審査部

退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

201 ⼋⽊ ひなた ⼋尾

202 ⼤迫 瑠美⼦ ⾼槻

203 ⽥村 尚 万博

204 ⽚⼭ 正之 枚⽅

205 中嶋 真梨⼦ 吹⽥

206 ⼤野 ⿇美 住吉

207 ⽥仲 町⼦ 万博

208 藤⽊ 登美⼦ 吹⽥

209 ⼭本 貴史 住吉

210 三明 静穂 ⾼槻

211 ⽥中 陽⼦ 吹⽥

212 横⽥ 佳代⼦ 万博

213 ⼤國 智太郎 ⾼槻

214 坂本 洋⼦ 万博

215 ⽥中 栄治 万博

216 緒⽅ 琴世 交野

217 楊 美由紀 ⾼槻

218 川⼝ 眞理⼦ 吹⽥

219 森 千佳⼦ 吹⽥

220 束村 正夫 岸和⽥

221 多⽥ 修 吹⽥

222 ⽩⽯ 章⼦ 万博

223 ⻄浦 旬⼦ 吹⽥

224 岡本 さぎり ⾼槻

225 ⽯井 啓⼦ 朝⽇

⼤阪府⼸道連盟秋季審査(弐段の部）   令和4年9⽉11⽇ 会場：万博記念公園⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

10:30〜10:50
弐 段(201〜237)



大阪府弓道連盟 審査部

退館
時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

⼤阪府⼸道連盟秋季審査(弐段の部）   令和4年9⽉11⽇ 会場：万博記念公園⼸道場

番号 ⽒       名 所   属
⼊館

受付時間

226 佐藤 従⼦ 万博

227 ⾕本 誠 吹⽥

228 前⽥ 賢史 吹⽥

229 安達 京 住吉

230 服部 菜々美 薬科⼤

231 中⽥ 歌⼦ ⾼槻

232 岸 孝⼦ 吹⽥

233 津⽥⾕ さやか 豊中

234 ⿇⽥ 信治 万博

235 村上 亜梨沙 茨⽊

236 ⾕⼝ ⼀夫 茨⽊

237 渡辺 光⼦ 茨⽊

弐 段(201〜237)

10:30〜10:50


