
男子の部 女子の部

真の部 真の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 秋山 仁志 あきやま ひとし 横浜市栄弓友会 6 優勝 魚住 由紀子 うおずみ ゆきこ 横浜市弓道若葉会 5

２位 永田 実 ながた みのる 横浜市戸塚弓友会 6 ２位 佐藤 知世 さとう ともよ ときわ弓友会 5

３位 徳永 太郎 とくなが たろう 清泉会 5 ３位 田村 里絵 たむら りえ 旭区弓道協会 5

４位 舘内 研也 たてうち けんや 横浜市戸塚弓友会 5 ４位 坂本 登美子 さかもと とみこ 横浜市弓道若葉会 4

５位 豊丸 清志 とよまる きよし 横浜市栄弓友会 4

善の部

善の部 ふりがな 所属 的中

ふりがな 所属 的中 優勝 田中 孝子 たなか たかこ ときわ弓友会 6

優勝 芹澤 薫 せりざわ かおる 横浜市栄弓友会 7 ２位 伊東 礼子 いとう れいこ 三保弓道会 6

２位 小川 正 おがわ ただし 横浜市弓道若葉会 6 ３位 吉川 広子 きっかわ ひろこ 横浜市泉弓友会 6

３位 安田 憲二 やすだ けんじ 横浜市栄弓友会 6

４位 久保田 等 くぼた ひとし 自彊館武道場 5 美の部

５位 永野 茂 ながの しげる 大和市弓道協会 5 ふりがな 所属 的中

６位 木船 克己 きぶね かつみ 横浜市栄弓友会 5 優勝 夏目 京子 なつめ けいこ あずさ会 7

２位 安藤 知子 あんどう ともこ 旭区弓道協会 5

美の部

ふりがな 所属 的中 寿の部

優勝 馬場 英顯 うまば ひであき 横浜市泉弓友会 5 ふりがな 所属 的中

２位 山崎 象次郎 やまざき しょうじろう 旭区弓道協会 5 優勝 神野 眞 かみの ただし 横浜市泉弓友会 4

３位 小林 清司 こばやし きよし ときわ弓友会 5 ２位 山田 勝 やまだ まさる 横浜市栄弓友会 3

４位 坂上 克己 さかうえ かつみ ときわ弓友会 5 ３位 根本 孝道 ねもと たかみち 旭区弓道協会 3

５位 幕内 昭司 まくうち てるじ 横浜市泉弓友会 5 勅使河原 文江 てしがわら ふみえ 神奈川弓道錬成会

６位 田辺 清士 たなべ きよし 旭硝子株式会社中央研究所弓道部 5 齋藤 脩 さいとう おさむ 横浜市泉弓友会

７位 宇野 成示 うの せいじ ときわ弓友会 4 島 馨 しま かおる ときわ弓友会

８位 鈴木 貴夫 すずき たかお 旭区弓道協会 4 石田 晶一 いしだ しょういち 横浜市栄弓友会

金澤 宮子 かなざわ みやこ 旭区弓道協会

都市間候補の部 藤田 尚徳 ふじた なおのり 横浜市弓道若葉会

ふりがな 所属 的中 篠原 雅純 しのはら まさずみ ときわ弓友会

優勝 嘉味田 未央 かみた みお 自彊館武道場 6 亀井 久芳 かめい ひさよし 旭区弓道協会

上森 眞澄 うえもり ますみ 横浜市戸塚弓友会
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