
飛の部 女子真の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 山本 航也 やまもと こうや 戸塚弓友会 8 優勝 小林 佳与子 こばやし かよこ あずさ会 6

２位 中村 健治郎 なかむら けんじろう 朋有会 4 ２位 佐藤 知世 さとう ともよ ときわ弓友会 6

３位 青木 知仁 あおき ともひと 戸塚弓友会 4 ３位 小菅 彩子 こすげ あやこ ときわ弓友会 6

４位 東 あゆみ あずま あゆみ ときわ弓友会 3 ４位 田村 里絵 たむら りえ 旭区弓道協会 5

５位 池田 浩規 いけだ こうき 自彊館 2 ５位 菱田 佳世子 ひしだ かよこ ときわ弓友会 5

男子真の部 女子善の部

ふりがな 所属 的中 ふりがな 所属 的中

優勝 進 隆生 しん たかお ときわ弓友会 8 優勝 石川 喜代子 いしかわ きよこ 戸塚弓友会 4

２位 大鶴 裕也 おおつる ゆうや 自彊館 5 ２位 田中 孝子 たなか たかこ ときわ弓友会 3

３位 秋葉 智秀 あきば ともひで 戸塚弓友会 5 ３位 荒川 佳子 あらかわ よしこ 若葉会 2

４位 伊豆原 信一郎 いずはら しんいちろう あずさ会 5

５位 永田 実 ながた みのる 戸塚弓友会 5 女子美の部

ふりがな 所属 的中

男子善の部 優勝 石原 由実子 いしはら ゆみこ 泉弓友会 4

ふりがな 所属 的中 ２位 冨岡 陽子 とみおか ようこ あずさ会 4

優勝 高橋 博弥 たかはし ひろや 栄弓友会 7 ３位 安藤 知子 あんどう ともこ 旭区弓道協会 4

２位 舘内 研也 たてうち けんや 戸塚弓友会 6 ４位 伊東 礼子 いとう れいこ 三保弓道会 4

３位 木船 克己 きぶね かつみ 栄弓友会 6 ５位 池田 智子 いけだ ともこ 若葉会 3

４位 寺尾 義裕 てらお よしひろ 三保弓道会 5

５位 小川 正 おがわ ただし 若葉会 5 寿の部

ふりがな 所属 的中

男子美の部 阿部 治男 あべ はるお 旭区弓道協会

ふりがな 所属 的中 原口 敏明 はらぐち としあき 泉弓友会

優勝 横山 俊男 よこやま としお ときわ弓友会 6 小林 清司 こばやし きよし ときわ弓友会

２位 野上 光男 のがみ みつお 旭硝子中央研 6 田野倉 房幸 たのくら ふさゆき 紫紺会

３位 畔柳 孝 あぜやなぎ たかし 栄弓友会 5 漆島 正人 うるしま まさひと あずさ会

４位 芹澤 薫 せりざわ かおる 栄弓友会 4 島 馨 しま かおる ときわ弓友会

５位 中込 仁 なかごめ ひとし ときわ弓友会 4 松澤 悦子 まつざわ えつこ 若葉会

山田 勝 やまだ まさる 栄弓友会

古賀 信孝 こが のぶたか 栄弓友会

相馬 久 そうま ひさし 若葉会

松下 正隆 まつした まさたか 栄弓友会

藤田 尚徳 ふじた なおのり 若葉会

石田 晶一 いしだ しょういち 栄弓友会

正田 惟子 しょうだ よしこ ときわ弓友会

伊藤 義晴 いとう よしはる 若葉会

河合 武久 かわい たけひさ ときわ弓友会

中村 稔 なかむら みのる 戸塚弓友会
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