
実施年月日 ：令和４年９月１７日（土）、１８日（日）
主催 ：公益財団法人全日本弓道連盟
主管 ：全九州弓道連盟連合会／福岡県弓道連盟
会場 ：福岡市博多の森弓道場
控室 ：遠的射場及びセンターコート会議室

会場準備 ：８：００～
受付 ：８：３０～ （場所：弓道場入口玄関）
審査委員打合 ：９：００
開会式 ：実施しない
矢渡 ：実施しない

受付・行射時間表

行射グループ 立順№(=受審№) 受付時間 行射審査時間 行射グループ 立順№(=受審№) 受付時間 行射審査時間

① １～３０ 8:30～9:00 9:30～10:30 ① １０１～１３０ 8:30～9:00 9:30～10:30
(30人6立) 休憩10分 (30人6立) 休憩10分

② ３１～６０ 9:40～10:10 10:40～11:40 ② １３１～１６０ 9:40～10:10 10:40～11:40
(30人6立) 休憩50分 (30人6立) 休憩50分

③ ６１～８１ 11:30～12:00 12:30～13:20 ③ １６１～１９５ 11:30～12:00 12:30～13:40
(21人5立) (35人7立) 休憩10分

④ １９６～２２７ 12:50～13:20 13:50～15:00
(32人7立)

合格発表 ：９月２０日予定（各地連にメール配信。福岡県連HPにも掲載「検索：福岡県弓道連盟 → 審査関係」）

注意事項 ：１、当日の朝に自宅にて検温し、平熱を超える発熱（概ね３７度５分以上）ならびに体調不良者は来場しない事。
　　　入館時に受付でも検温を行います。
：２、受審者は各自の受付時間に受付を済ませ、控室に集合しておく事。
：３、審査は「審査における行射の要領（和服着用・５人立の場合）」で行います。必ず全日本弓道連盟会員章をつけておく事。
：４、審査終了後は、速やかに退館の事。
：５、審査前日の道場開放は実施しない。

９月１７日（土）　　（８１名） ９月１８日（日）　　（１２７名）

令和４年度 【福岡】九州地区連合審査会

―　日程・進行表　―



立順№ 所属地連 立順№ 所属地連 立順№ 所属地連
1 福岡 池永 恭平 31 福岡 馬場 宣昭 61 福岡 松浦 幸子
2 福岡 髙野 万里衣 32 福岡 磯村 順代 62 福岡 髙峯 秀樹
3 福岡 松尾 哲子 33 福岡 平田 和子 63 福岡 佐伯 圭子
4 福岡 末廣 真佐美 34 福岡 山本 浩貴 64 福岡 中野 智恵子
5 福岡 平尾 真悟 35 福岡 小笠原 健太郎 65 福岡 中溝 章
6 福岡 丸吉 治美 36 福岡 岩野 和子 66 福岡 五嶋 秀子
7 福岡 上村 欣久 37 福岡 土屋 史郎 67 福岡 竹井 一夫
8 福岡 中嶋 信子 38 長崎 島﨑 百伽 68 福岡 西田 典理
9 福岡 園田 圭三 39 熊本 後藤 智代子 69 福岡 会田 眞理子
10 福岡 山元 友枝 40 福岡 宮竹 京子 70 福岡 石松 宏治
11 福岡 篠﨑 智恵子 41 福岡 長野 政幸 71 福岡 岩永 重久
12 福岡 髙山 克子 42 福岡 田古里 美智子 72 福岡 佐伯 眞紀子
13 福岡 安河内 祐子 43 福岡 市毛 聡子 73 福岡 関 和子
14 福岡 牛島 直子 44 福岡 浅野 哲司 74 福岡 内場 志保
15 福岡 櫻井 純子 45 福岡 武田 潤子 75 福岡 瀧本 博文
16 大分 河野 真由美 46 宮崎 染矢 祥太 76 福岡 平田 キミエ
17 鹿児島 安樂 育代 47 佐賀 井上 由貴 77 福岡 内藤 明子
18 福岡 中山 あかね 48 福岡 行則 りえ 78 福岡 田中 康弘
19 福岡 南部 一美 49 福岡 富永 育夫 79 福岡 加治 孝則
20 福岡 信原 聡志 50 大分 首藤 哲男 80 鹿児島 永吉 昌子
21 鹿児島 西 芳文 51 福岡 長谷 保則 81 福岡 末廣 求
22 福岡 上原 春華 52 福岡 弓削 香理
23 福岡 南部 今日子 53 福岡 尾嵜 晶子
24 福岡 松尾 蒼 54 福岡 渡邉 尚子
25 福岡 髙橋 奈美江 55 福岡 横山 柳子
26 福岡 橋口 誠 56 福岡 永田 昭利
27 福岡 河津 真弓 57 福岡 松永 由紀
28 福岡 玉山 千愛 58 福岡 轟 斉洋
29 福岡 橘薗 陽子 59 福岡 時里 久美子
30 福岡 徳重 幸子 60 福岡 堤 智一

※　欠席者の所は、各グループ内で詰めて行います。

R4年度【福岡】九州地区連合審査会　　９月１７日(土)  立順№（=受審№）表
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立順№ 所属地連 立順№ 所属地連 立順№ 所属地連 立順№ 所属地連
101 福岡 古川 裕美 131 福岡 阿部 利恵 161 佐賀 井手 恵子 196 福岡 末永 麻美
102 福岡 田村 亜希子 132 福岡 原田　リッチモンド 明日子 162 長崎 入枝 恵美子 197 福岡 棚町 香代子
103 福岡 長谷部 教子 133 福岡 古賀 将義 163 福岡 肥後橋 千晶 198 福岡 榎本 功
104 福岡 嶋本 枝利子 134 福岡 中村 泰彦 164 福岡 戸田 房江 199 大分 高木 けい子
105 福岡 安田 文壽 135 福岡 松﨑 保元 165 福岡 大木 隆寛 200 福岡 松下 富枝
106 福岡 川浪 明憲 136 福岡 加藤 典子 166 鹿児島 黒﨑 憲二 201 福岡 上田 弓
107 福岡 久保田 良晴 137 福岡 平岡 聡大 167 大分 杉原 広子 202 福岡 大場 智子
108 福岡 神屋 匡澄 138 鹿児島 堀内 道子 168 熊本 中村 由紀子 203 福岡 菊池 フミ子
109 福岡 木村 浩二 139 熊本 加藤 脩一郎 169 熊本 祝 清則 204 長崎 長塚 邦夫
110 鹿児島 曽木 彩可 140 大分 田畑 久美子 170 福岡 和田 幸子 205 福岡 今村 悠紀子
111 宮崎 有嶋 紀代子 141 沖縄 比嘉 信枝 171 福岡 栗田 美礼 206 福岡 福田 良子
112 鹿児島 唐津 澄子 142 宮崎 二宮 美樹絵 172 福岡 村田 明美 207 長崎 森 恒基
113 長崎 榊原 千春 143 宮崎 古賀 永一 173 福岡 原口 ちづる 208 福岡 小西 毅
114 福岡 秋田 海斗 144 福岡 鎌田 絵梨加 174 福岡 樋口 三恵子 209 福岡 山本 正明
115 鹿児島 末原 祐嗣 145 福岡 江下 邦子 175 福岡 吉丸 京子 210 福岡 戸羽 理恵
116 福岡 松隈 夏美 146 福岡 小畠 優子 176 福岡 宮本 須磨子 211 福岡 江口 征夫
117 福岡 伊規須 正雄 147 福岡 藤村 孝子 177 大分 山添 千津代 212 福岡 森 勇人
118 福岡 近藤 泰代 148 福岡 長谷川 弘志 178 福岡 猪本 広美 213 沖縄 鈴木 裕子
119 福岡 廣永 幸雄 149 福岡 湊 綾子 179 福岡 西山 智子 214 福岡 進 澄代
120 福岡 川畑 正樹 150 福岡 児島 祐子 180 福岡 重本 里美 215 福岡 鳴戸 聡雄
121 福岡 野瀬 るりか 151 福岡 髙波 善春 181 福岡 佐々木 敏文 216 大分 豊田 久美代
122 福岡 江藤 慶子 152 福岡 橋本 須磨子 182 熊本 砂月 五十喜 217 福岡 戸梶 栄子
123 福岡 田原 政則 153 福岡 税田 秀俊 183 佐賀 川島 香織 218 福岡 吉本 祐子
124 熊本 小財 伸 154 福岡 久芳 良子 184 大分 清水 豪一 219 福岡 牧野 礼子
125 福岡 藤岡 曻 155 福岡 立花 幸二 185 福岡 片渕 将貴 220 福岡 加藤 良子
126 佐賀 脇 晃太 156 長崎 渡邊 聡子 186 福岡 平田 敏一 221 大分 谷 しのぶ
127 佐賀 富田 直行 157 福岡 緒方 充 187 福岡 祝原 元春 222 宮崎 下東 嘉也
128 宮崎 山下 千寿子 158 福岡 ルイス　ロドリゲス ルカス 188 熊本 黒瀬 直邦 223 福岡 北川 悦子
129 鹿児島 神囿 洋一 159 福岡 坂口 忠司 189 福岡 秋丸 美江 224 福岡 西村 五月
130 福岡 本河 さやか 160 福岡 末松 房子 190 福岡 篠﨑 美保 225 福岡 飯田 由紀子

191 福岡 神野 孝吉 226 福岡 堀江 泰
192 福岡 川久保 学 227 福岡 礒﨑 洋一郎

※　欠席者の所は、各グループ内で詰めて行います。 193 福岡 髙橋 明子
194 福岡 栄開 千明
195 宮崎 市來 世志江

氏　　　名
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