
令和4年5月17日
受審者　各位 滋賀県弓道連盟審査本部

令和4年度　第1回特別地連ビデオ審査会結果のご連絡

平素は滋賀県弓道連盟の事業にご協力いただきありがとうございます。
先日行いました、地連審査会の合格者をお知らせします。
合格者につきましては、期日までに登録料の振込をお願い致します。
また、お名前に間違いがある場合は、登録料納入までに必ず連絡をお願いします。

★振込期限　：令和4年　6月　3日(金)
★振込先　　：ゆうちょ銀行普通預金口座　　加入者名 滋賀県弓道連盟審査部

記号 14630　　番号 17507071

5級の部 （登録料 \1,030） 松元 風樹 甲西高 雨森 美波 兄弟社高 中村 香 甲西高

川村 仁一朗 長浜スポ少 北河 星明 甲西高 中井 莉子 大津高 武友 湖雪 長浜北高

上川 輪花 守山弓連 古川 陽愛 東大津高 辻川 暖人 大津高 古坂 慎之介 長浜北高

里村 双葉 守山弓連 島袋 梨央 東大津高 仲村 諒生 水口高 北川 一平 兄弟社高

4級の部 （登録料 \1,030） 石田 乙華 大津商高 横田 妃菜 長浜北高 北岡 花 兄弟社高

東野 桜子 長浜スポ少 辻元 幸来 大津商高 川越 紫桜 長浜北高 兼森 一夏 大津高

長谷川 結大 長浜スポ少 上野 晋太郎 大津商高 伊藤 果琳 兄弟社高 辻 侑梨奈 大津高

3級の部 （登録料 \1,030） 1級の部 （登録料 \1,030） 岩田 莉歌 兄弟社高 山岸 真結 甲西高

田井中 輝音 甲西高 岩崎 恵太 長浜北高 木村 葵葉 大津高 内海 拓真 長浜北高

永徳 里弦 甲西高 竹中 風香 長浜北高 竹本 勝穀 大津高 五坪 瑞揮 長浜北高

花澤 祐太 長浜スポ少 堀川 藍子 兄弟社高 宿谷 彩音 水口高 平塚 友紀奈 兄弟社高

花岡 安珠 長浜スポ少 村井 信仁 兄弟社高 枇杷田 結愛 水口高 小川 ひな 兄弟社高

北川 芽依 八幡弓協 境 優生 大津高 村上 舞 長浜北高 白子 花奈 大津高

山内 拓弥 八幡弓協 吉川 旺秀 大津高 元野 暖 長浜北高 橋本 涼 大津高

宮永 悠生
高校
東大津高 滝本 大知 水口高 畑野 宙 兄弟社高 川村 透哉 瀬田工高

島津 澪
高校
東大津高 山田 亜海 水口高 時岡 佑吏 兄弟社高 福永 聖梧 瀬田工高

松島 光平 甲西高 山根 美乃里 長浜北高 横井 雪乃 大津高 井上 友葵 長浜北高

吉川 美月 甲西高 髙山 優太 長浜北高 吉岡 初乃音 大津高 安田 心愛 長浜北高

橋本 芽依 長浜スポ少 西村 くるみ 兄弟社高 池元 琉矢 水口高 藤田 菜摘 兄弟社高

塚田 ゆず 長浜スポ少 原 静 兄弟社高 岸 心晴 水口高 及位 隼 兄弟社高

福永 遥 八幡弓協 岸野 心菜 大津高 宮川 匠吾 長浜北高 橋川 隼 大津高

奥村 乙升 草津高 浅井 春子 大津高 富田 葉名 長浜北高 鉄石 亜沙美 大津高

髙田 ひまわり 甲西高 中江 永遠 水口高 鍵和田 胤 兄弟社高 髙田 浩暉 瀬田工高

石川 奈菜 甲西高 前川 琴音 水口高 朝日 優響 兄弟社高 服部 雅也 長浜北高

有村 護 長浜スポ少 中橋 紗奈 長浜北高 川波 歩未 大津高 辻村 源成 長浜北高

原 さくら 能登川高 西尾 悠輝 長浜北高 岩本 彩花 大津高 小川 愛乃 兄弟社高

前川 健人 長浜北高 中村 幸希 兄弟社高 村井 亮太 水口高 小牧 桜夜 大津高

上西 亜依 甲西高 川瀬 与恵留 兄弟社高 浅尾 万菜美 長浜北高 田平 凌久 国情高

2級の部 （登録料 \1,030） 堀井 桜 大津高 村上 駿之介 長浜北高 宮島 歩夢 長浜北高

川原 悠仁 長浜スポ少 村岡 愛理沙 大津高 西澤 光希 兄弟社高 村井 奏風 近江高

三上 琳来 長浜スポ少 植田 優人 水口高 横田 りん 兄弟社高 山口 大晴 近江高

安原 碧生
高校
兄弟社高 岩﨑 彩夏 長浜北高 竹村 凛 大津高 原岡 優我 大津商高

藤本 そよ 兄弟社高 臼井 明光 長浜北高 汐﨑 妃夏 大津高 小林 茉椰 大津商高

森山 育登 大津商高 嶋田 格 兄弟社高 清宗 孝弘 甲西高 北川 侑磨 草津高

倉田 優純 大津商高 山田 悠真 兄弟社高 西尾 卓真 甲西高 坂口 豊 草津高

松尾 総一郎 瀬田工高 岡林 杏樹 大津高 荒尾 心愛 長浜北高 中尾 悠良 長浜北高

土岐倉 尊礼 瀬田工高 塚本 陽向 大津高 青木 優凪 長浜北高 寺村 拓海 近江高

杉本 凌弥 長浜スポ少 井口 優来 水口高 東森 風人 兄弟社高 森川 亮 近江高

土田 琉月 近江高 山名 知葉音 水口高 小林 佑輔 兄弟社高 竹中 祐貴 東大津高

升井 暖果 大津商高 小尾野 夢来 長浜北高 粟田 千尋 大津高 福間 歩 東大津高

中村 鈴音 大津商高 髙田 莉帆 長浜北高 吉田 侑晟 大津高 福永 百合香 彦根翔西館

川畑 颯太 水口高 藤田 和花 兄弟社高 長谷川 零桜 甲西高 西澤 汐響 滋賀学園高



初段の部（登録料\3,100） 弐段の部（登録料\4,100）
山川 千洋 能登川高 清水 晴斗 綾羽高校 立木 来実 彦根翔西館

杉本 煌 能登川高 小森 千愛 綾羽高校 山﨑 天翔 水口高

稲森 爽馬 国情高 髙島 颯華 湖南農高 田中 叡照 彦根翔西館

谷口 陽菜 国情高 渡邉 弓恵 綾羽高校 �澤 佑唯 彦根翔西館

柿原 優子 能登川高 深尾 叶佳 綾羽高校 山下 愛菜佳 彦根翔西館

野依 慶吾 能登川高 山元 力 湖南農高 西川 花鈴 彦根翔西館

竹中 一貴 国情高 八畑 早紀 綾羽高校 佐藤 碧 草津高

森 美月 能登川高 初田 奏音 綾羽高校 木村 輝星 湖南農高

山本 侑奈 能登川高 小野 未羽 湖南農高 書川 魁人 湖南農高

宮城 愛伽 国情高 林 海斗 綾羽高校 岩井 詩月 兄弟社高

立岡 幸 国情高 赤澤 千咲 綾羽高校 大西 咲弥 綾羽高校

加藤 茉生 能登川高 伊藤 沙恵 湖南農高 山口 仁 綾羽高校

奥田 果凛 能登川高 淺野 紗奈 湖南農高

頼永 萌花 国情高 中山 愛望 綾羽高校

植田 葉月 能登川高 小林 大峨 綾羽高校

小杉 珠樹 能登川高 新開 稜久 湖南農高

坪田 美裕 国情高 髙島 愛唯 綾羽高校

河合 俐音那 能登川高 中島 英理奈 湖南農高

加藤 蒔彩 能登川高 工藤 怜一 綾羽高校

山川 莉奈 能登川高 堀 未来翔 湖南農高

竹内 寛登 能登川高 笹山 亮太 甲西高

塚本 るる 国情高 相原 幹 甲西高

奥村 郁斗 長浜北星高 松岡 駿 水口高

辰巳 諒 長浜北星高 園田 樹 水口高

松本 朔太郎 国情高 石井 大陽 甲西高

中西 隼斗 草津高 小林 彩人 甲西高

若松 陸翔 草津高 譽田 卓実 甲西高

山田 陸星 長浜北星高 古谷 來夢 甲西高

三坊 琳 長浜北星高 森本 明花 甲西高

髙木 乃音 長浜北星高 松岡 小花 甲西高

上田 翔太 草津高 柴﨑 航果 東大津高

岩井 陽愛 彦根翔西館 和田 颯斗 東大津高

西尾福 杏 草津高 藤井 菜々美 甲西高

長尾 華恋 草津高 藤橋 詩織 甲西高

杉原 晴斗 草津高 福本 健太 瀬田工高

井谷 美結 草津高 瀬戸 こころ 甲南高

馬場 香菜 彦根翔西館

礒嶌 颯希 彦根翔西館

一浦 結衣 草津高

小林 和佳奈 草津高


