
中村 茉耶 太女 山崎 桜 富東 諏訪 暁子 富東 星野 颯人 前市高 深澤 花帆 清明 間船 薫 高崎 西村 恭夫 境

 廣川 眞哉 前商 大森 元基 前南 小澤 詩織 前商 久保田 祐樹 前市高 四戸 涼介 高北 吉田 千真 高崎 山嶋 敏夫 伊勢崎

木村 美貴 前商 小間 悠衣 富東 髙濱 嶺大 前高 北川 隆浩 前高 日比谷 美咲 太女 今井 靖夫 桐生 石田 夏美 佐波あずま

武藤 姫善 前商 津久井 楓 桐高 織茂 知之 富高 湯浅 郁也 前高 冨岡 彩乃 太女 鎮西 明子 藤岡 楢原 隆雄 太田

宇佐美　 あすか 富東 鈴木 理聖 太女 小林 拓海 新田暁 大竹 来 尾瀬 佐川 勇気 富高

髙 優太 高高 野村 汐里 太商 齊藤 祐菜 太商 関口 梨紗子 邑楽館林 吉澤 歩 富東

飯田 瑞紀 前女 梅沢 俊昭 育英 古場 美恵子 伊勢崎 浅井 裕介 富高

飯島 愛莉 藤北 伊東　 美幸 新田暁 髙栁 美恵子 高崎 河村 比奈 高北

新井 菜奈 前商 梶山 徹 前高 相澤 桂子 高崎 小川 千絵 太女

秋山 依於里 前商 根岸 翔太 新田暁 宮川 恵子 伊勢崎 後藤 成美 吾妻高

齋藤 亜里紗 前南 中嶋 紫乃 育英 近藤 祐子 邑楽館林 坂田 苑子 太女

岩野 裕樹 桐高 池田 燎平 藤北 田島 啓子 藤岡 田嶋 可奈 富東

横堀 あゆみ 前橋 木田 泰地 尾瀬 宇佐美 真理子 甘楽 横室 千帆 前南

泉 佳佑 富高 阿久津 開 前高 井野 文隆 伊勢崎 野本 紗希 高女

松本 夏穂 富東 今村 叶太 富高 横田 早春 高崎 関根 雛奈子 前東

福田 夏生 前女 須藤 冬乃 前南 堀越 佐紀子 高崎 原田 征季 前南

齊藤 永莉 富東 大井 秋穂 前商 新井 重治 太田 川端 沙季 太女

梅木　 琴美 富東 伊藤 那美 前商 黒澤 東 富岡 加藤 大樹 富高

山口 凌 富高 堀口 健矢 富高 植原 正也 群大医学部

笹川　 和希 前商 江原 愛莉 前南 尾島 正明 邑楽館林

早川 久仁子 佐波あずま

佐藤 真由美 高崎

髙沢 亮 高経大

宮野 友里衣 高経大

土屋 幸美 甘楽
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所属

無指定の部

氏　　　名 所属

初段　58名（壱級　75名）

所属氏　　　名 所属 所属氏　　　名氏　　　名氏　　　名 所属  氏　　　名

初段の部 参段の部 四段の部

氏　　　名 所属

弐段の部

25名6名 4名 4名
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