
立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 福岡 谷口 由美子 31 大分 後藤 博美

2 熊本 山本 一輝 32 福岡 佐藤 裕計

3 福岡 上森 悟 33 福岡 原田 瑞枝

4 福岡 吉田 隆 34 大分 亀山 節子

5 宮崎 梅田 一成 35 福岡 有馬 英俊

6 福岡 熊澤 威 36 福岡 吉村 巡二

7 大分 奥畑 泰之 37 福岡 坂本 智美

8 熊本 倉田 正博 38 大分 中野 剛

9 熊本 山下 勝市 39 福岡 阿部 政彦

10 福岡 阿久井 基 40 福岡 上野 民夫

11 熊本 竹本 雄一 41 鹿児島 若松 義廣

12 福岡 古賀 健治 42 大分 岩尾 俊高

13 熊本 西谷 光生 43 福岡 中川 謙治

14 福岡 養父 壽子 44 福岡 藤田 由美

15 大分 吉武 美智代 45 鹿児島 柚木 秀一

16 宮崎 影石 清藏 46 福岡 新徳 久男

17 熊本 江郷 幸子 47 大分 廣瀬 啓二郎

18 鹿児島 永山 睦美 48 鹿児島 山王 修一

19 福岡 阿久井 房江 49 熊本 緒方 クミ

20 福岡 酒井 明 50 鹿児島 伊東 吉郎

21 宮崎 上野 眞砂子 51 福岡 長尾 弘文

22 福岡 藤木 政義 52 福岡 那須 不二男

23 大分 熊谷 敬造 立順 所属地連 受付時間

24 鹿児島 福島 俊彦

25 福岡 杉原 義勝 53 福岡 川地 若子

26 大分 宮永 向一 54 福岡 大坪 好子

27 熊本 東 勝信 55 福岡 那須 孝美

28 福岡 古賀 誠 56 大分 久枝 美智子

29 福岡 福地 一英

30 熊本 高橋 平

令和３年度【九州第２地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（１／２） 施行日：１０月２４日（日）

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：福岡武道館弓道場

氏名氏名

七段の部

12:00～
12:30

氏名

第一次審査通過者

14:00～
14:20

13:10～
13:40

※各受審者は、自身が対象の第一次審査通過者の発表を確認次第、通過者以外は速やかに退館すること



立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間 立順 所属地連 受付時間

1 大分 安達 竜彦 31 福岡 岡村 良彰 61 大分 加藤 正義 91 福岡 角屋 俊之

2 福岡 川尻 一志 32 長崎 楠本 努 62 熊本 渡邊 敏郎 92 佐賀 永石 潮里

3 熊本 吉川 明宏 33 長崎 山口 直美 63 熊本 坂本 加寿子 93 鹿児島 山口 忠文

4 熊本 宮本 真一 34 熊本 門永 登志子 64 福岡 三苫 登紀子 94 福岡 髙倉 幸治

5 福岡 米田 主税 35 福岡 吉田 千代美 65 福岡 山田 浩三 95 福岡 西澤 直美

6 熊本 大柿 朗大 36 福岡 末次 旅人 66 福岡 石原 重弘 96 福岡 三苫 秋実

7 長崎 太田 徹 37 福岡 今次 司 67 福岡 梶原 龍生 97 長崎 渡邊 和秋

8 長崎 野口 貴子 38 熊本 門永 治男 68 福岡 那須 悦子 98 沖縄 外間 一雄

9 熊本 緒方 浩人 39 熊本 北村 克己 69 熊本 竹下 正男 99 鹿児島 末永 俊一

10 福岡 白石 いくみ 40 熊本 柗村 弘孝 70 鹿児島 福井 美恵 100 福岡 西田 洋子

11 鹿児島 野﨑 修 41 鹿児島 前田 貢 71 福岡 林 れい子 101 福岡 戸川 司郎

12 鹿児島 植囿 吉治 42 福岡 安部 尚子 72 福岡 久保田 順一 102 福岡 桑原 正彦

13 佐賀 青木 紀子 43 福岡 永冨 聖徳 73 鹿児島 和田 大助 103 熊本 須賀原 眞弓

14 宮崎 蓑原 和男 44 福岡 縄田 千春 74 宮崎 日髙 伸 104 鹿児島 矢野 浩一郎

15 長崎 藤野 寛子 45 福岡 松本 忠 75 福岡 松尾 久子 105 鹿児島 濵田 マリ子

16 福岡 大石 修裕 46 熊本 向江 恭子 76 福岡 江口 慎一 106 福岡 谷川 和子

17 福岡 矢田部 亮孝 47 長崎 澤田 敬二 77 福岡 久保田 尚子 107 福岡 鎌田 英志

18 大分 首藤 浩太朗 48 福岡 村吉 光子 78 福岡 酒見 京子 108 福岡 井上 隆子

19 福岡 田澤 雅世 49 福岡 佐藤 順子 79 長崎 岡田 隆夫 109 熊本 北山 重太郎

20 福岡 春田 奈津美 50 大分 藍澤 修一 80 大分 古河 光一 110 大分 西 清文

21 福岡 岡村 純子 51 福岡 大庭 司 81 長崎 鐘ヶ江 郁雄 111 福岡 安藤 秀文

22 福岡 松本 司 52 熊本 田中 三千代 82 大分 首藤 富子 112 福岡 大枡 実

23 長崎 宮本 美幸 53 福岡 城田 ゆりえ 83 佐賀 坂上 好子 113 福岡 廣田 栄基

24 福岡 塘 理奈 54 福岡 中島 由美子 84 佐賀 石丸 美智江 114 鹿児島 寺師 興二

25 福岡 中村 泰二 55 佐賀 東田 留美子 85 福岡 馬場 聖一 115 福岡 兼坂 房秀

26 大分 成迫 邦彰 56 福岡 川井 久美子 86 熊本 浅野 昭信 116 福岡 平橋 功

27 福岡 山道 健史 57 熊本 瀬海 貴之 87 福岡 田中 アヤ子

28 福岡 川﨑 美知子 58 大分 阿部 久美子 88 鹿児島 岩元 健二

29 福岡 小野田 深雪 59 福岡 鬼木 優子 89 福岡 藤岡 利恵子

30 福岡 稲生 紀子 60 福岡 藤野 周作 90 長崎 福田 康典

　　　　　　　　　 ※当日の合格発表を行わない。行射審査が終わった受審者は速やかに退館すること

氏名 氏名 氏名 氏名

12:00～
12:30

13:10～
13:40

14:20～
14:50

15:30～
16:00

六段の部

※受付付近ならびに控室での密を避けるため、原則として下記時間に受付をすること。
　ただし、受付時間を過ぎた場合でも招集に間に合うようであれば受付を行う。

会場：東平尾公園博多の森弓道場

令和３年度【九州第２地区】特別臨時中央審査会受審者受付時間（２／２） 施行日：１０月２４日（日）


