
平成25年2月3日施行　　平成24年度【群馬】第四次地方審査結果(1/2) 90名 1名 11名 522名

所属団体 所属団体 所属団体 所属団体 所属団体 所属団体 所属団体

齋藤 華 前東 間㟢 玲央 農二 富澤 憲佑 農二 山田 美潤 前東 星野 文哉 高高 齋丸 沙羅 健大高 松本 佳央理 健大高

野上 敬太 育英 狩野 真澄 前東 齋藤 有里 興陽 奥澤 拓哉 高北 石脇 樹奈 健大高 篠﨑 晃佳 育英 小貫 まどか 四ッ葉

森 千穂 高女 髙橋 優太 高北 廣木 しおり 吉井 河野 裕貴 健大高 柳澤 くるみ 育英 酒井 麗羅 四ッ葉 蛭川 修太郎 前東

木村 優佑 太田高 石井 佑奈 吉井 松林 美蘭 清明 佐藤 敏弘 前東 亀井 志穂 伊高 吉田 大輝 高経附 大原 舞子 育英

榎 洸瑠 伊高 小林 愛美 前市高 清水 真莉那 興陽 松原 弥優紀 伊工 須藤 那奈 農二 大谷 広伸 太田高 増田 謙海 農二

本多 真一郎 健大高 加部 祐太 高高 白石 愛 前市高 市川 冴子 育英 佐京 裕也 大間々 木田 彩花 健大高 羽鳥 康代 藤岡中央

丸茂 大貴 健大高 工藤 南美 新田暁 水多 航平 高経附 菊川 江里奈 新田暁 三吉 萌愛 高経附 髙 怜菜 育英 樺澤 規仁 前東

木村 勇駿 高北 栁沼 泰輝 清明 原田 美佳 高北 小野里 伊織 健大高 山口 佳那 前市高 植竹 夏奈子 健大高 反町 仁美 高女

新 司 清明 茂木 彩華 農二 山田 夏加 高女 酒井 佑理 健大高 柏原 淳矢 前東 杉山 巧馬 太田高 唐澤 大地 高北

小淵 愛菜 前東 寺崎 有咲 興陽 関 孝之介 前東 河田 亜由美 高経附 田代 友理香 前東 徳田 充保 農二 桑原 眞衣 高女

吉澤 亮平 伊高 山口 涼花 前東 初川 藍 健大高 山口 貴大 前東 宇田 ひなの 高女 中山 知美 前東 山本 昂樹 前東

宮下 佳奈 大泉 宮川 慧 太田高 佐藤 翔太 新田暁 萩原 雪乃 高経附 小石 敦也 前東 矢尾 仁美 清明 山本 凌也 前東

小林 誠和 太田高 尾花 麻弥 新田暁 髙岡 夏菜 大泉 背黒 菜菜 健大高 矢野 優香 健大高 笠原 銀太 前東 林 佑紀 育英

川端 千尋 清明 亀田 茉実 清明 佐藤 大地 農二 渋谷 彩里 前東 上村　 麻実 藤岡中央 今野 香菜 大泉 渡邉 佳樹 健大高

吉川 郁 勢多農 福田 栞 高女 深津 実佑 大間々 櫻庭 加奈子 高女 齋藤 帆那実 吉井 舩津 翔吾 前東 松村 勇人 前東

平賀 惇哉 高北 白井 友大 藤岡中央 金澤 玲奈 高経附 塚越 智佳子 前東 菊池 紗生 四ッ葉 関根　 有紀乃 藤岡中央 西田 知世 前市高

信澤 睦美 健大高 田中 燎 育英 磯貝 凌 樹徳 梅山 敬之 高高 中村 玲菜 農二 寺田 愛奈 高女 関口 真由 共愛

山崎 嘉己 伊高 竹内 基晟 高北 大和 千春 清明 須崎 友也 樹徳 大崎 萌子 前市高 上村 拓也 健大高 小保形 将大 伊高

菅野 栞 共愛 黒澤 拓海 四ッ葉 高橋 悠馬 前東 関根 千香子 共愛 戸川　 瑞稀 興陽 斎藤 優依 高経附 生方 恒介 藤岡中央

鏡 隆泰 太田高 阿久津 鴻太 伊高 中澤 果 健大高 吉田 汐里 伊高 松本 賢志郎 農二 松崎 広夢 太田高 平川 直樹 前東

佐藤 呼々 高経附 石川 真琴 太田高 長田 湖都 前東 小林 茉里奈 高女 井上 愛理 四ッ葉 萩原 清香 高女 今井 秀政 前市高

久保田 泰地 伊高 内藤 香菜子 大泉 岡田 紗季 新田暁 玉木 美帆 四ッ葉 長嶋 柊作 前市高 並木 優 藤岡中央 二木 衿奈 大泉

篠原 花奈 健大高 武井 晃一 新田暁 吉澤 ももこ 樹徳 後閑 彩音 前東 齋藤 萌 育英 廣田 菫 高女 大川 まり萌 大間々

根岸 香絵 育英 田嶋 佑記 高北 木村 勇太 太田高 中澤 柚子 伊高 関 凌 健大高 加藤 沙紀 高北 田中 悠貴 育英

大竹 瑞稀 新田暁 竹内 佳乃 高女 鴨田 夏希 清明 白石 美和子 大泉 石橋 優祐 伊高 横坂 知優 前市高 一ノ瀬 翔平 太商

佐々木 菜生 前東 渡邉 大輔 農二 小沢 あかり 農二 西本 有沙 前東 植田 涼 前東 池田 航 育英 東山 佑都 太商

堀口 真貴乃 前東 秋山 杏奈 大泉 上原 爽 農二 工藤 彩 新田暁 湯浅 克紀 農二 簗田 黎 育英 青木 鷹平 関学

坂井 優花 興陽 金子 優花 前東 松本 光平 高北 赤石 美歩 前東 仲澤 拓朗 高北 青木 玲奈 新田暁 天笠 翼 太商

岡部 友峻 高高 樺澤 大生 高高 石川 真有 伊高 鈴木 望夢 共愛 納谷 優香 清明 齋藤 さつき 前東 若田部 史典 太商

正田 和也 農二 桜庭 美樹 清明 小笠原 まり 大泉 三井 美駒 前市高 川鍋 ありさ 農二 鈴木 詩織 前東 藤間 誠雪 育英

氏　名 氏　名

無指定の部（初段合格233名）

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

弐級合格壱級合格 欠席 受審者総数
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所属団体 所属団体 所属団体 氏　名 所属団体 所属団体 所属団体 所属団体

横坂 弘人 利根商 諸田 栞 北橘 篠崎 喜隆 富高 古矢 純一 富高 髙田 愉香 新田暁 坂上 知峰 北群馬 横田 圭輔 群大教

入澤 勇伎 利根商 塚本 恵 藤北 津金 亘輝 富高 石島 唯統 新田暁 横堀 弥生 前橋 山本 拓哉 太田

髙橋 裕貴 利根商 小林 巧哉 富高 大川 桃奈 太女 羽賀 純 新田暁 辻 政弘 境

並木 春奈 渋女 羽鳥 颯十 前南 長谷川 芽衣 前女 坂田 知也 大泉 岸田 真季 群大工

武藤 ほのか 渋女 星野 輝 前商 佐藤 愛永 富東 岩﨑　 有飛 桐商 会田 恵子 桐生

永井 志歩 利根実 金古 萌絵音 前女 深井 菜々美 太女 髙橋 尚紀 農二 小保方 直行 伊勢崎

柴﨑 明日香 渋女 篠原 大範 前商 吉田 寛奈 富東 須藤 ひとみ 共愛

筒井 一騎 利根商 今井 彬寛 富高 関谷 美咲 太女 土屋 和磨 高北

織田澤 翔 利根商 高橋 ひとみ 富東 石坂 佳巳 前女 池田 さとみ 前市高

神道 和香 渋女 広町 薫乃 太女 佐々木 静香 富東 山田 里央菜 前市高

佐藤 美咲 渋女 須藤 颯土 富高 須藤 梓 勢多農 髙橋 美耶子 伊市高

川﨑 昌和 群大工 眞藤 直輝 前南 髙橋 美帆 興陽 稲村 響 農二

藤井 基明 群大工 田村 優行 藤北 金子 拓未 興陽 川田 莉加 共愛

木村 奎介 高経大 関沼 香音 藤北 今井 美里 伊市高 神田 真名 太女

山﨑 真有子 群大工 阿藤 優 富東 立見 優衣 勢多農 飯島 知紀 農二

青木 結香 群大医 金澤 真 藤北 秋山 真侑花 伊市高 根岸 美葵 大泉

藤井 晶子 群大教 室賀 龍輝 群大工 浅倉 心太 大泉

時田 和樹 群大工 森 晴香 前女

山中 瑤子 群大教 池元 羽採 前市高

大塚 未来 高崎 石井 優奈 健大高

上條 みやび 高崎 菊地 涼 高経大

原島 久美子 高崎 武田 裕光 渋川

笠原 俊子 高崎 田村 渉 群大教

庭山 泰一 群大工

新井 真弓 前橋

氏　名

無指定の部（続）

氏　名 氏　名 氏　名

初段の部（33名）

氏　名氏　名

参段の部（6名） 四段の部（2名）初段B（１名） 弐段の部（25名）


