
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 参段(301～335) 35 10:00 ～ 11:05 参段(301～335) 7

10:25 ～ 10:45 参段(336～363) 28 11:15 ～ 12:10 参段(336～363) 6

12:15 ～ 12:35 四段(401～430) 30 13:05 ～ 14:00 四段(401～430) 6

13:20 ～ 13:40 四段(431～460) 30 14:10 ～ 15:05 四段(431～460) 6

14:25 ～ 14:45 四段(461～484) 24 15:15 ～ 16:00 四段(461～484) 5

147名 30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11月16日（水）の予定。

学科（レポート）は受付へ提出ください。

大阪府弓道連盟 令和４年度 冬季審査
実施日程

令和4年11月13日
堺市立初芝体育館弓道場

受付・学科（レポート）提出時間
時 間受付時間

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。

昼 食 休 憩（45分）

行 射

マスクは常時着用し、私語を慎みください。

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。



退館

時刻 体調 学科 名前チェック 時刻

301 杉浦 志帆 大阪大

302 松岡 咲夏 大阪大

303 平井 綜一郎 大阪大

304 北川 滉基 大阪大

305 伊藤 あかり 大阪大

306 山田 美智 吹田

307 渡辺 尊子 吹田

308 細見 武世 堺

309 木﨑 恵美子 高槻

310 西村 治也 岸和田

311 田村 一夫 岸和田

312 ⾧谷川 優子 吹田

313 村上 俊之 高槻

314 前田 桃佳 大阪大

315 藤田 凜佳 大阪大

316 山中 健太郎 大経大

317 増永 航大 大阪大

318 四方 未映 吹田

319 福井 佐知子 万博

320 野々原 久晴 ガス

321 松原 浩子 万博

322 安田 寿賀 朝日

323 辻 由浩 住吉

324 小川 澄雄 朝日

325 大石橋 又平 交野

大阪府弓道連盟冬季審査(参段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

9:10～9:30

参段(301～335)

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

大阪府弓道連盟冬季審査(参段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

326 ⾧岡 敬子 高槻

327 西本 香 高槻

328 原田  美佐子 交野

329 野首 光男 岸和田

330 松永 博行 豊中

331 石井 照久 八尾

332 古川 欣二 豊中

333 安藤 健人 大経大

334 中井 美里 関西大

335 森口 渓太郎 関西大

336 木口 史則 豊中

337 村田 三津子 朝日

338 関本 牧子 高槻

339 池内 俊友 大経大

340 齊藤 伊吹 関西大

341 塩見 勝弥 高槻

342 瀧﨑 馨菜 万博

343 庄司 弘子 茨木

344 中村 志保 高槻

345 五十嵐 麻佑子 朝日

346 三宅 聡美 豊中

347 上田 くに子 岸和田

348 西山 喜剛 八尾

349 鳴澤 隆誓 大阪大

350 祗園 康弘 岸和田

10:25～10:45

9:10～9:30

参段(301～335)

参段(336～363)

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

大阪府弓道連盟冬季審査(参段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

351 池田 佳広 茨木

352 木村 修一 朝日

353 福永 和順 朝日

354 藤澤 勇亮 関西大

355 田中 孝治 茨木

356 坂田 恵子 朝日

357 上山 恵子 万博

358 村上 祐子 万博

359 阪本 永 堺

360 浅野 佳世子 ガス

361 黒木 清子 堺

362 岡田 雅之 交野

363 福田 耕二 堺

10:25～10:45

参段(336～363)

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

401 井上 優 大阪大

402 金子 忠孝 豊中

403 牟禮 正秀 朝日

404 門阪 有紀子 交野

405 井上 善文 八尾

406 足立 祐子 茨木

407 上田 泰郎 吹田

408 泉 恵理子 朝日

409 休場 佳世子 堺

410 藤井 淳 朝日

411 弓田 五十次 岸和田

412 土屋 隆一郎 高槻

413 上田 隆司 堺

414 髙萩 涼介 大阪大

415 山中 恵実 吹田

416 岡野 克司 住吉

417 滝井 計欣 八尾

418 高光 良和 住吉

419 岡成 喜一 吹田

420 水野 俊雄 住吉

421 上田 匠 万博

422 杢三 智美 堺

423 雜賀 康幸 高槻

424 萱室 まどか 高津

425 片井 麻友美 吹田

四段(401～430)

12:15～12:35

大阪府弓道連盟冬季審査(四段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

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

大阪府弓道連盟冬季審査(四段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

426 木津 教子 真和

427 立花 美香 豊中

428 佐瀬 星斗 高津

429 秋月 孝太 八尾

430 足川 由香理 高槻

431 金田 寿彦 加支多

432 大谷 真砂子 豊中

433 丹羽 寛 朝日

434 猪飼 光子 茨木

435 山本 菜津美 茨木

436 小林 真理子 高槻

437 稲森 久美子 茨木

438 坂上 邦子 豊中

439 土山 光香 住吉

440 今井 朋子 豊中

441 柗内 博子 茨木

442 皆川 隆平 高津

443 和泉原 季子 豊中

444 渡邉 優子 万博

445 寺迫 正廣 堺

446 波多野 遥太 大阪大

447 高松 叶奈 医科大

448 大薄 明美 茨木

449 松井 隆子 枚方

450 橋本 洋 高槻

12:15～12:35

四段(401～430)

13:20～13:40

四段(431～460)

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

大阪府弓道連盟冬季審査(四段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

451 近藤 容子 高槻

452 近野 正広 高槻

453 山本 雅司 高槻

454 井上 徹 高津

455 松下 さち 真和

456 久保田 真也 高槻

457 小村 節夫 豊中

458 穴本 修司 万博

459 竹本 克巳 高槻

460 坂口 華代 堺

461 折坂 泉 吹田

462 寺﨑 文美子 真和

463 餅原 文人 八尾

464 奥田 佳永子 堺

465 岡本 眞弓 高津

466 升田 晋一朗 万博

467 山内 隆政 高槻

468 安藤 友里 住吉

469 山本 惠美 岸和田

470 北山 祥子 高津

471 小城 香織 豊中

472 西脇 瑞香 枚方

473 宮谷 風 岸和田

474 土井 亜矢子 堺

475 中尾 元気 住吉

13:20～13:40

四段(431～460)

四段(461～484)

14:25～14:45

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

大阪府弓道連盟冬季審査(四段の部）   令和4年11月13日 会場：堺市立初芝体育館弓道場

番号 氏       名 所   属
入館

受付時間

476 森 勝也 豊中

477 西岡 美衣 万博

478 田中 典子 豊中

479 松本 貴子 堺

480 木谷 庄吾 八尾

481 肥留間 心吾 万博

482 桑野 真由美 朝日

483 廣瀬 美央 高津

484 水林 良美 朝日

14:25～14:45

四段(461～484)

大阪府弓道連盟 審査部


