
会場：ぐんま武道館弓道場 ① 施行

秋間 春奈 木村 優実 荒井 康汰 奥田 沙弥 中村 希海 秋山 礼奈

臼田 隼斗 平形 優衣 荒木 七海 石田 彩夏 塚越 まりや 阿久澤 嶺

狩野 実都希 猪野 天音 森島 凜 中澤 俊介 小向 雄太 藤生 ひかる

小見 優人 瀬戸 麻衣 高山 皇 纐纈 このみ 平山 和樹 鴨田 賢人

北爪 茜 伊東 葵 黒澤 恵太 岡田 泰典 石井 雄也 五十子 明李

太田代 遥樹 清水 佑紀 村山 啓太 阿部 実咲 久保田 光河 奈良 武治

八木原 優斗 宮澤 周也 林 梨香子 林 舞依 藤堂 美穂 大橋　 咲和

武井 俊 眞下 拓巳 又吉 サエリ 藤生 周 塩田 みのり 小沼 岳斗

橋本 健斗 佐々木 崚 栗野 紋歌 高野 暖依菜 池上 加真

榎本 晏都 渡邊 真咲 白石 怜司 佐藤 蓮 服部 詩萌里

山屋 佑宜 新井 智絵 盛 大 佐藤 まりあ 牧山 隆洋

鏑木 航河 宮原 伸尭 町田 南香 関 裕太郎 塩原 直樹

太田 千晴 髙橋 かれん 鈴木 美菜 家本 優香 三品 颯馬

眞塩 優花 町田 瞭 熊谷 玲菜 川口 萌香 小野田 あゆみ

須田 剛史 守下 奈那 上中別府 夏音 後藤 桃夏 増田 創志

清水 寛太 光山 達紀 山本 悠生 新井 麻友 須藤 麻衣

室田 倖汰 神道 友樹 藤井 俊之 飯塚 里奈 広橋 達也

福岡 侑大 前原 風花 青木 宏太 蛭川 美佳子

設樂 知暉 笠原 梨花 吉本 拓未 村田 咲季

羽鳥 翔飛 大澤 直人 今井 思未 武藤 あいり

曽田 真冬 田村 華奈 星野 七海 角田 真実

北浦 円 竹沢 薫 宮 崇允 岡林 亜希

川田 竜也 増田 留奈 栗原 怜央 山添 桜 一級 9名

山本 拓歩 大塚 千晴 松井田 千尋 関 涼真 二級 1名

小田嶋 崚 山田 智己 深町 茉央 小野田 菜々子

角田 陽大 池田 英里佳 根橋 一織 齊藤 美空

初段

(129名)
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会場：ぐんま武道館弓道場 ➁ 施行

齋藤 塁偉 山田 萌衣 久保 洸貴 倉持 智仁 橋本 優希 菊地 美紀

赤木 亜美 浦上 和也 長谷部 寧々 斎藤 絢香 柳田 峻哉 渡邉 美紅

三村 兼正 梅澤 めぐみ 髙橋 輝 近藤 賢人 馬場 司 菅野 さくら

吉野　 泰智 西山 乃愛 本田 理貴 坂田 夏澪 星野 友花 諏訪 聖人

萩原 さや 清水 翔太 田中 恒次郎 池田 玲菜 佐藤 優圭 長谷川 拓生

武井 絵里香 本間 沙歩果 須永 涼太 鎌田 有希 阿部 一貴 髙橋　 奈央

志塚 満梨菜 梶川 ありさ 永見 玲奈 富澤 朋香 八巻 真歩 星野 拓夢

茂木 丈弥 奥脇 潤 久保 綾香 桜井 ひかる 樋口 祥子 野口 昌洋

前田 美咲季 桑原 菜々子 飯塚 はな 長谷川 育巳 武田 実保

登坂 菜月 樺沢 瑞穂 本保 達也 大森 魁仁 野口 日実子

富所 桃加 片平 航輝 飯島 英人 山口 柚香 中藏 悠森

川﨑 熙 三田 千尋 和田 将哉 江原 美咲 佐藤 このみ

原沢 藍子 丹波 早雪 野口 唯斗 広田 丈晃 宮原 佑心

南雲 萌花 田中 美優 福島 安悠花 松村 拓海 齋藤 央稀

小林 奈緒 角田 貴章 千明 真穂 神戸 多英 大町 怜央

岡山 聡良 早川 健太 新井 佑奈 井田 海音 村田 侑加

田中 美桜理 大杉 竜冬 西山 里菜 神岡 菜月 山田 一輝

関 颯仁 和田 桃果 永井 彩夏 髙橋 祐香 長野 宙

町田 紗英 南雲 祐香 太田 優真 栁澤 彩花 畑野 航琉

小暮 遥香 中野 啓太 川口 葉月 萩原 央 今田 遥香

金井 逸樹 柴田 彩乃 田代 明日香 羽鳥 可夏 村田 優太

井上 桜 中嶋 美貴 黒澤 将太 入小 健太 川島 颯太

横田 直輝 金井 麻由 安藤 遥菜 山口 悟 松井 汰文

関口 碧 木村 優佑 清水 翼 田中 暁 鑓田 葵

平井 蒼太 荒木 絹 黒須 雅雄 田島 幸 木村 美和

阿久津 可愛 神原 舞音 髙橋 瑞帆 小林 和生
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(137名)



会場：高崎市弓道場 施行

山本 祐生 清水 日菜子 樋口 悠真 須田 卓実 髙井 拓人 輿 有希

松井 梨紗 山口 　莉湖 牛木　 柚香 伊藤 和也 遊佐 拓朗 宍戸 康男

星野 すずな 秋山 陽菜 齋藤 悠貴 西田 成海 山田 恵輔 益子 由理

青木 優花 五十嵐 勇太 村岡 晃輔 藥師寺 聖奈 相馬 健二郎 野田 秀夫

安原 茂夫 中島 千尋 橋本　 さくら 嶋田　 涼花 清水 美結 大井 一磨

椛田　 蓮太 髙橋 亮太 原田　 美乃里 中村 安美 加藤 美波 佐藤 圭

島﨑 理菜 小板橋 裕貴 布施 遥 井野 友介 植松 英幸

後藤 優花 吉野 江 小林 俊輔 小柏　 隆人 田村 荘一郎

村上 葵衣 栗原　 梓 黛 大葵 川路 大斗 武井 美沙子

関谷 尚永 正田 隼大 市村 果南 栗原 駿介 鶴貝 春菜

笹澤 美奈 佐藤 陽平 杉浦 敦史 高橋 祐一 中澤 友美

井田 茅那 湯浅 翔 林 大貴 須藤 志歩 野本 淳

赤井 護宇 野本　 英美 渡邉 陽成 松本 捺希 梅山 香代子

櫻井 建貴 阿佐美 凜 女屋 貴弘 髙岡 知輝 外山 義典

稲葉　 芽衣 丸山 大智 山本 奈々海 松井 葵 澤田 清子

石井 綾音 関口　 宥花 小林 峻也 久保 皐月 東野 将人

吉田 涼 田口 美冬 渡辺 心 新井 野々花 外処 康平

広木　 潤哉 佐藤　 幸恵 斎藤　 里保 石栗 拓哉 林 純平

天田 貝津 三浦 直 高野 真琴 辰林 叶多 櫻井 大輝

猿谷 広陽 深沢 友理 岡野 純平 野﨑 さと子 蓮見　 昌浩

井田 龍汰 今成 ななこ 長瀬 恵里子 近藤 千紗都 柳田 明日香

生方　 渉大 力石 美穂 小板橋 笙汰 阿部 友亮 秋本 佳佑

上田 紗帆 金澤 有記 黒岩 萌花 茂木 和幸 伊藤 颯人

臼田 圭織 谷畑 美羽 岩田 大河 伊原 菜々生

矢野 天久 吉田 有希 清水 空 伊藤 俊章 一級 8名

村田 真子 小泉 和彦 成田 偉琉 廣井 智也
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初段

(133名)



会場：渋川市武道館弓道場 施行

新藤 拓実 吉澤 美香 矢島 芳起 武井 ほのか 内堀 智樹 坂上 知峰

栁井 佑一朗 仲村 美咲 山根 藍利 山口 恋 諸田 敏樹

吉田　 由乃 川本 和希 市川 朋佳 糸井 恵梨佳 長野 容道

星野 朱利 天田 燎 丸山 美智子 上原 若奈 伊藤 武

浅野 浩之 佐藤 郁美 大島 有理 内藤 喜宝 中嶋 隆

白石 健二 黒澤 香菜 根岸 あずさ 湊 敦美 佐藤 大地

引間 愛斗 安藤 裕己 中村 巧 髙橋 惇 竹澤 佳菜

深津 陽平 江口 健斗 鈴木 瑛来 三澤 勝 白井 友大

鈴木 渓吾 小野塚 大樹 大田部 澪 小野 好雄 片桐 典子

佐藤 らら 山本 甘弥 土屋 拓海 鈴木 大夢

加部 瑞季 鳥嶋 真由 柳沢 美菜 伊藤 二美子

鈴木 萌花 小暮 康太 服部 夏菜 名倉 善明

石川 隼矢 土屋 匡司 橋本 さや香 宇佐美 真理子

松本 和奏 今井 未侑 真下 直子 堀越 佐紀子

望月 麻理恵 毛涯 千尋 高柳　 博樹 宮内 和弥

酒井 柊人 金津 瑠青 阪 侑二 和南城 敬祐

五嶌 彩乃 粕川 紀香 髙田 万里奈 福島 千鶴

平澤 優人 本田 隼大 関口 佳奈恵

三上 楓香 今泉　 紅郁 塚田 一哉

布施 佑樹 石原 侑衣人 林 あかり

宮腰 延三 齋藤 朋音 押尾　 英眞

小林 美紀 吉本 海渡 堀口 光
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(83名)

弐段

(9名)

四段

(1名)

参段


