
令和4年11月27日
受審者　各位 滋賀県弓道連盟審査本部

令和4年度　第3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。
文字違い連絡先
（　審査本部常務理事　大谷晃喜　kokiohtaniohtanikoki0725@yahoo.co.jp）
★振込期限　：令和4年　12月　12日(月)
★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） 佐々木 凛太 大津商高 山下 裕真 長浜北高 饗場 健太 長浜北高

松本 澪佳 彦根少年部 大須賀 絢香 大津高 村上 未来 兄弟社高 國友 佳蓮 長浜北高

今井 潤 彦根少年部 下田 伊沙葵 大津高 上田 彩万莉 大津商高 林 莉子 彦根翔西館

辻田 優羽 彦根少年部 西関 茉優 長浜北高 下村 愛美 大津商高 沖藤 亜美 彦根翔西館

末光 雫月 東近江弓協 近田 涼介 長浜北高 三木 悠夏 大津高 中西 優空 甲西高

川島 妃雅 東近江弓協 岸田 麻衣 兄弟社高 佐々木 日葵 大津高 森本 こころ 甲西高

3級の部 （登録料 \1,030） 田中 真央 兄弟社高 池田 宏祐 長浜北高 日下山 空慧 大津高

渡辺 杏璃 大津高 松本 莉奈 大津商高 瀧方 脩平 長浜北高 大脇 雅都 大津高

中野 都和 大津高 前田 瞳和 大津商高 鈴木 涼成 兄弟社高 澤井 来星 長浜北高

富岡 亮惺 長浜北高 西田 陽菜 大津高 安藤 璃駈 兄弟社高 丸山 凌空 長浜北高

中山 雄太 長浜北高 山田 恵愛 大津高 柿本 響 大津商高 川崎 丞太郎 彦根翔西館

仙波 蓮 兄弟社高 辻森 煌 長浜北高 竹之下 心結乃 大津商高 中澤 雅也 彦根翔西館

図司 颯音 兄弟社高 中川 心暖 長浜北高 野﨑 大登 大津高 藤井 楽玖 甲西高

山口 碧一 大津商高 石田 和 兄弟社高 梶原 愛美 大津高 上村 理人 甲西高

濱田 美桜 大津商高 加納 桃里 兄弟社高 堀内 天琶 長浜北高 山中 心愛 大津高

山本 心愛 大津高 吉田 琴葉 大津商高 中川 結斗 長浜北高 野村 明玖 長浜北高

中村 心 大津高 外池 莉歩 大津商高 小川 一心 兄弟社高 八若 志帆 彦根翔西館

宮川 莉瑚 長浜北高 西村 愛 大津高 吉本 美桜 大津商高 岡田 和澪 彦根翔西館

德永 優衣香 長浜北高 近藤 優歌 大津高 多久 一空 大津商高 鈴木 裕信 甲西高

北村 徳哉 兄弟社高 野川 旺暉 長浜北高 井上 歩紀 大津高 長坂 美空 甲西高

渡邉 優美子 兄弟社高 長谷川 純也 長浜北高 上田 千尋 大津高 大村 桃世 国情高

金子 蓮 大津商高 Ｂｏｇｌａｒｋａ Ｎｏｅｍｉ　Ｃｓｅｒｐａｎ 兄弟社高 二矢 侑香 長浜北高 三宅 ひな 長浜北高

樋口 帆乃華 大津商高 森 友希恵 兄弟社高 鈴木 啓太 長浜北高 寺田 香哉 彦根翔西館

小林 春奈 大津高 石原 美奈子 大津商高 岩瀧 美緒 彦根翔西館 前川 明来 彦根翔西館

矢野 心愛 大津高 横田 日香凛 大津商高 榎木 悠人 彦根翔西館 乾 太地 甲西高

英本 庵 長浜北高 塩﨑 琴美 大津高 今井 孝太 大津商高 伴 那菜美 甲西高

岩根 瑛志 長浜北高 桂 栞愛 大津高 田中 しな 大津高 三田村 ななせ 国情高

山本 夢 兄弟社高 川井 奏侍朗 長浜北高 吉村 優衣 大津高 木下 由華 国情高

伊庭 くるみ 兄弟社高 山本 大暉 長浜北高 松田 絆碧 長浜北高 細溝 和志 長浜北星高

井上 輝優 大津商高 山本 琉生 兄弟社高 北河 愛暉 長浜北高 桐畑 朱里 長浜北星高

田中 悠翔 大津商高 丸山 こころ 兄弟社高 澤田 大聖 彦根翔西館 冨江 琉王 彦根翔西館

佐野 秀磨 大津高 和田 雅楽 大津商高 山田 厚実 彦根翔西館 米山 春陽 彦根翔西館

竹内 晴大 大津高 西脇 冬弥 大津商高 宮嶋 俊輔 甲西高 南 孔一良 甲西高

眞川 聖 長浜北高 眞田 琉楓 大津高 村田 泰基 甲西高 大居 颯希 甲西高

坂留 悠斗 長浜北高 浅村 美来 大津高 草野 未侑 大津高 松本 和香 国情高

上林 真緒 兄弟社高 四塚 健太 長浜北高 鈴木 莉加 大津高 永嶋 柚名 国情高

和泉 拓実 兄弟社高 櫛田 和輝 長浜北高 宮部 柊弥 長浜北高 岩﨑 誠也 長浜北星高

松下 けいら 大津商高 加藤 大和 兄弟社高 山田 望夢 長浜北高 萩原 輝 長浜北星高

藤村 直人 大津高 宇野 萌納 兄弟社高 中川 桃子 彦根翔西館 角田 大知 彦根翔西館

矢内 柚花 大津高 野秋 こころ 大津商高 山本 柊瑠 彦根翔西館 小菅 響生 彦根翔西館

林 佑奈 長浜北高 田中 彩羽 大津商高 大西 優菜 甲西高 島田 直輝 甲西高

木村 海斗 長浜北高 川久保 心希 大津高 村田 響 甲西高 中川 優仁 甲西高

木本 凪咲 兄弟社高 西井 茉耶 大津高 太田 怜愛 大津高 長谷川 雅人 国情高

三隅 爽太郎 兄弟社高 北村 祐樹 長浜北高 中田 滉輝 大津高 松村 優那 国情高



3級の部 （登録料 \1,030） 渡邊 陽彩 草津高 川﨑 祐世 湖南農高 初段の部（登録料\3,100）
川﨑 理莉 長浜北星高 寺田 楓果 滋賀学園高 木村 冬空 湖南農高 北川 一平 兄弟社高

堀江 大貴 長浜北星高 野口 愛姫 滋賀学園高 藤田 咲良 長浜北高 山本 海斗 国情高

太田 星奈 近江高 上田 瑠菜 能登川高 上西 亜依 甲西高 山下 野土花 国情高

山田 陽菜 近江高 西村 美瑞葵 能登川高 髙田 ひまわり 甲西高 難波 空杏 彦根翔西館

荒川 立樹 甲西高 丸山 結愛 水口高 山方 凛人 甲南高 髙橋 ひより 彦根翔西館

岩永 さくら 甲西高 重野 奏人 水口高 山嵜 悠 甲南高 川畑 颯太 水口高

長友 美早紀 国情高 西井 響紀 草津高 間苧谷 梨央 湖南農高 馬場 心音 彦根翔西館

佐藤 蒼生 国情高 金山 凜花 草津高 石田 成斗 湖南農高 藤川 咲 彦根翔西館

辻 帆乃華 長浜北星高 桃原 維織 滋賀学園高 大澤 拓未 綾羽高校 前川 琴音 水口高

脇坂 の里 彦根少年部 武山 莉瑚 滋賀学園高 大櫛 ひなた 綾羽高校 植田 優人 水口高

宇賀谷 瑠維 瀬田工高 德田 峻矢 能登川高 吉川 美月 甲西高 倉田 優純 大津商高

奥田 智貴 瀬田工高 北村 隆起 能登川高 坪内 優心 甲西高 辻元 幸来 大津商高

松井 柚依 国情高 伊藤 玲那 水口高 木平 賢哉 瀬田工高 三上 琳来 長浜スポ少

高田 裕太 国情高 安田 千桜 水口高 松岡 亜岐 湖南農高 杉本 凌弥 長浜スポ少

山本 龍惺 長浜北星高 吉沢 美欣 草津高 藏 琴愛 湖南農高 山本 雄愛 大津商高

廣田 紗希 長浜北星高 中島 愛心 草津高 上原 未来 綾羽高校 土岐倉 尊礼 瀬田工高

長谷川 結大 長浜スポ少 長﨑 碧 彦根少年部 市瀬 玲緒 綾羽高校 前田 琉冬 長浜北星高

飯野 颯大 瀬田工高 松本 英明 彦根少年部 徳村 海斗 甲西高 弐段の部（登録料\4,100）
濱田 大空 国情高 西野 翠栞 能登川高 山村 星永 甲西高 髙島 颯華 湖南農高

鳥井 悠希 国情高 楠居 大樹 能登川高 山内 拓弥 八幡弓協 柿原 優子 能登川高

細溝 由喜 長浜北星高 馬本 柊侑 水口高 福永 遥 八幡弓協 河合 俐音那 能登川高

中辻 翔太 長浜北星高 星野 莉帆 水口高 津田 里緒奈 湖南農高 新開 稜久 湖南農高

前川 未虹 滋賀学園高 吉岡 美紅 草津高 林 杏花音 湖南農高 山元 力 湖南農高

�田 小華 甲南高 林 隆一郎 草津高 1級の部 （登録料 \1,030） 堀 未来翔 湖南農高

杉浦 梨乃 国情高 今井 彩絵 彦根少年部 吉原 月菜 長浜北高 小野 未羽 湖南農高

山田 梨乃 長浜北星高 北川 煌大 能登川高 馬場 千歳 長浜北高 植田 葉月 能登川高

國友 大翔 長浜北星高 夏原 柊琥 能登川高 森山 育登 大津商高 礒嶌 颯希 彦根翔西館

藤田 雪雫 能登川高 北川 昂弥 水口高 森櫻 遥大 大津商高 頼永 萌花 国情高

上川 輪花 守山弓連 辻 拓朗 水口高 北河 星明 甲西高 清水 晴斗 綾羽高校

井尻 翔太 長浜北星高 佐々木 一真 草津高 松元 風樹 甲西高 工藤 怜一 綾羽高校

酒井 祐芽 長浜北星高 檜山 裕斗 草津高 花澤 祐太 長浜スポ少 赤澤 千咲 綾羽高校

木村 睦毅 長浜北星高 東野 桜子 長浜スポ少 花岡 安珠 長浜スポ少 中西 隼斗 草津高

小林 祈星 長浜北星高 橋本 芽依 長浜スポ少 前川 健人 長浜北高 髙島 愛唯 綾羽高校

田中 優羽 長浜北星高 上田 風羽香 能登川高 升井 暖果 大津商高 上田 翔太 草津高

2級の部 （登録料 \1,030） 村西 穂乃 能登川高 中村 鈴音 大津商高

小川 莉沙 水口高 竹岡 紗菜 水口高 石川 奈菜 甲西高

荒木 美珠 水口高 平井 一緖里 水口高 塚田 ゆず 長浜スポ少

駒垣 遼多 草津高 山田 純也 草津高 有村 護 長浜スポ少

中川 はる乃 草津高 山本 美憂 草津高 藤本 そよ 兄弟社高

玉川 琉愛 滋賀学園高 吉原 歩 湖南農高 西嶋 雄太 兄弟社高

榮永 理穏 滋賀学園高 小暮 春陽 湖南農高 石田 乙華 大津商高

前島 十咲 能登川高 長﨑 遥海 能登川高 竪山 大地 大津商高

谷川 彩芽 能登川高 對中 亮馬 水口高 奥村 乙升 草津高

石橋 美結子 水口高 髙橋 零生 水口高

池田 遥香 水口高 永田 羽月 甲南高 ※3級の部(脇坂 の里)さんの脇の力が刀については
南岡 実希 草津高 劉 佳恵 甲南高 　力表記になっていますが 連絡承っております。


