
松村 早織 清水 崇雅 市川 朋佳 星野 瑞生 桒原 知也 深津 陽平 髙橋 虎太郎 中村 美紀 岸田 葉 土倉 優菜 髙橋 良輔 植原 美意子

酒井 佳奈 石井 優貴 俵山 芽夢 横川 いお里 金子 妃奈 鈴木 渓吾 品田 健太朗 臼井 巧実 高坂 百花 飯塚 優 山口 優太朗

鈴木 萌花 岩﨑 弘益 中澤 晴輝 長谷部 宗也 小倉 翔平 小板橋 太一 蜂須 瑠奈 山根 藍利 齋藤 莉奈 新井 梨央 生方 俊也

松本 和奏 狩野 紗慧 荻野 萌優 太田 薫 熊谷 祐希 石川 隼矢 福田 七海 小野澤 侑華 関口 佳奈恵 藤田 みのり 内田 朱海

吉田 絢音 小野塚 大樹 角田 紗菜 押尾 英眞 岩田 早紀 酒井 柊人 亀井 美紅 飯嶋 舞 坂本 茉由 丸山 美智子 南出 佳音

中田 えみり 新井 智博 矢澤 鮎夏 武井 ほのか 原澤 陽介 青木 梨央 山村 美沙紀 中村 巧 下谷 桃子 市川 有紀 岡田 和也

小暮 みち瑠 鳥嶋 真由 服部 夏菜 塩澤 大洋 湊 敦美 中林 佑菜 高橋 紗蘭 土屋 拓海 太田 徹平 島 瑠美奈 角田 美奈子

山﨑 悠登 小暮 康太 小此木 遼 岸 拓磨 永井 光 山口 裕太 清水 よしの 萩原 瑠晴 谷尾 優香 関戸 彩音 勝又 美貴

竹渕 輝 土屋 匡司 渡邉 悠斗 上村 龍生 中西 遥 梶塚 祐輝 五十嵐 菫 小島 輝海 糸井 恵梨佳 細田 涼音 桒原 克彬

富澤 亜衣 金城 光 徳永 祥久 カオドク ホアン 木暮 究 菊池 隼人 小池 岳人 橋本 さや香 宮田 将貴 金井 秀憲 茂木 稔

新井 美南 髙橋 秋乃 須藤 栞里 土井 瑞歩 髙橋 惇 相澤 聖 茂木 海斗 佐藤 鈴音 青木 大地

宮腰 延三 毛涯 千尋 高柳 博樹 内藤 喜宝 佐々城 弥生 川本 和希 金津 瑠青 山田 小夏 町田 鷹

吉澤 美香 岡島 海翔 西山 美里 内田 達也 宮部 亜矢子 守谷 優那 粕川 紀香 横澤 花音 加藤 瑞基

竹内 広夢 本田 隼大 内田 碧威 蓮見 友香 飯島 康博 篠山 広樹 真下 万里奈 羽鳥 るりか 吉田 光佑

仲村 美咲 成田 悠季 岡島 諒ノ助 小瀧 直史 千本 隆幸 天田 燎 石原 侑衣人 間庭 佑奈

多賀谷 希 今泉 紅郁 鏑木 竣 真鍋 光平 小屋原 真貴子

上原 鈴香 関根 正太 新井 理恵 進藤 雅敏 新木 健二

宮本 悠 石田 祐輝 重田 竜希 和田 彩花 植原 ひろみ

金城 季里 大久保 匠真 阪 侑二 吉野 衛一 根岸 正宏

青木 香苗 矢島 芳起 塚越 瑛美 渡邉 知史

ぐんま武道館弓道場【第一射場】

壱級合格者

欠席者

34名 2名

無指定 四段の部

なし

欠席者

壱級合格者

第五次審査会　結果一覧(1)　 2015/2/15施行

参段の部

23名 5名

ぐんま武道館弓道場【第二射場】

無指定の部 初段の部



木暮 友里名 山本 甘弥 津山 瑞帆 藤井 喜子 今井 康太 飯塚 史織 石川 尚 真下 はる花 赤沼 修斗 松下 直樹 土田 千晶 岡 颯大 矢島 みさと 田村 颯

望月 麻理恵 関根 圭登 森下 祥伍 吉澤 天志 坂上 瞳 富澤 歩美 原 淳也 栗原 美優 平澤 優人 田中 智裕 須藤 心 根岸 あずさ 井上 翼 齋藤 和也

須田 愛菜 大谷 未来 小林 麻耶 金子 干成 森川 七都実 齊藤 み友　 小林 葉子 佐藤 菜々穂 吉野 熙晃 新井 悠希 今井 未侑 渡邉 風斗 今井 夏帆 茂田 亮介

関根 瑠香 須田 雅也 高橋 翔大 八木原 麻央 佐々木 彩花 角田 朋暁 新井 浩子 石田 朋也 淺野 孝利 関 晃 大須賀 愛理 湯井 翼 戸谷 夏実 石井 海地

五嶌 彩乃 山田 萌々菜 後藤 賢生 小林 凌悟 羽賀 哲平 白石 優人 清水 千惠子 新井 諒 丸山 由承緑 佐藤 郁美 三宿 航 齊藤 智也 芦原 莉菜 菅家 颯太

勝田 莉野 蓼沼 きみ佳 小林 拓未 佐藤 昭啓 赤羽根 拓実 諸田 敏樹 金井 純吉 黒澤 雅史 大澤 依里子 石井 碧 福田 穂 鈴木 瑛来 吉井 皐貴 堀口 光

後藤 志帆 齋藤 朋音 加邉 愛理 鈴木 みらの 蛭間 敬人 金子 莉央 長野 容道 佐藤 らら 村上 諒多 田中 靜奈 岩井 愛里 大田部 澪 鈴木 杏奈 小金澤 桜也

小沼 倫哉 土田 蓮 阿部 和斗 竹之内 柊平 髙畑 里咲 木島 百合子 須藤 涼子 土屋 亨輔 立石 萌華 林 雪乃 長井 佑樹 倉林 直也 福島 夏未 中島 圭登

三上 楓香 大島 有理 山口 恋 長谷川 将希 渡辺 凜々子 宮田 忠吉 伊藤 武 加部 瑞季 小野澤 克一 今井 龍誠 安中 詩乃 小澤 祐輔 山口 楓 田中 紅遠

倉上 尚也 青柳 雅人 高橋 瑠莉 奈良 茉由子 阿部 哲哉 関根 匠 女屋 悠 石井 久允 山本 悠太 赤崎 誠 小澤 萌 柳沢 美菜 金井 一矢 小林 咲月

安藤 裕己 田中 楓 関 政弘 中野 大輝 大羽賀 由美 小林 直人 伊藤 稀広 星野 美咲 浅野 里緒 鳴海 竜星 村上 夏輝 横尾 大輔

髙橋 知也 山田 諒 深井 柊弥 金田 志織 多田 百花 島崎 泰成 黒澤 香菜 福田 愛華 山中 正貴 中村 圭吾 三木 七海

末永 未来 亀井 優奈 五十嵐 彩恵 小井土 修平 宮城 響 工藤 雅也 堀口 凌 布施 美波

樋口 雄斗 小池 晴香 荒木 優介 荻野 俊秀 小黒 悠太 神渡 真由子 福田 帆輪

細谷 梨乃 布施 佑樹 南雲 友紀菜 小金澤 菜摘 田村 和也 青栁 礼音 飯樋 玲海

佐藤 律弥 小林 美紀 川田 佳太 柴山 桃歌 鈴木 倫太郎 髙田 万里奈 上原 若奈

阿部 雄希 碓氷 恵美 剣持 優美子 野口 凌 石川 真央 大河原 采佳 松本 麻優

細井 拓真 加藤 聖夜 高橋 竜央 髙橋 拓人 真下 直子 横尾 佳大 奈良 剛

鈴木 晃介 平田 勇輝 小嶌 涼太 植木 響 柴口 幸太郎 相川 槻仁 永宮 朱里

柴崎 裕太 髙田 輝明 有阪 幸星 吉本 海渡 生井 雅也 塚田 一哉 菅田 奈月

湯澤 諒 木暮 瑞葵 江口 健斗 加藤 祐真 荒巻 悠 橋本 千晴 新井 大輝

秋山 美久 廣瀬 あゆみ 河村 佳奈 竹田 紗弥 杉山 みな子 平井 千尋 小林 勝太

西本 尚史 堀越 黎良 新井 さくら 長野 昂大 宮崎 利佳子 根岸 祐太

齋藤 恋珠 伊藤 俊介 久保田 光貴 下山 唯斗 小林 諒大 林 あかり 2 名

壱級合格者 欠席者

5名 8名

壱級合格者

第五次審査会　結果一覧(2) 2015/2/15施行

【渋川市武道館】　　 【高崎市弓道場】

無指定の部 弐段の部 無指定の部


