
1 佐々木 彩花 藤岡 初段 3 板垣 貴文 境 合格 3 中条 潤介 境 合格 13 持箸 圭二 桐生 合格
2 宮下 晴 藤岡 初段 4 田中 実 境 合格 14 金澤 到 前橋 合格 16 井田 隆子 伊勢崎 合格
3 新妻 大知 藤岡 初段 6 栗原 隆 邑楽館林 合格 16 森田 真智子 邑楽館林 合格 26 千葉 道郎 邑楽館林 合格
4 春田 悠 渋川 初段 7 木村 恵一 富岡 合格 20 指出 洋子 高崎 合格 37 柘野 稜介 あずま 合格
5 井口 旭都 群大工学部 初段 8 榊原 公夫 邑楽館林 合格 26 川添 清心 北群馬 合格 43 奥村 友昭 榛名 合格
6 眞下 佳澄 赤城 初段 10 柏戸 直仁 渋川 合格 28 太田 淳 邑楽館林 合格 44 廣澤 幸男 新里 合格
7 本間 百花 太田 初段 13 鈴木 久美子 安中 合格 29 塚越 正二 伊勢崎 合格 49 星田 健二 榛名 合格
8 木村 睦 北群馬 初段 14 平澤 かづ子 邑楽館林 合格 38 村上 拓也 高崎 合格
9 秋山 奈美 甘楽 初段 15 伊部 種紗 みどり 合格 39 佐藤 シズ江 桐生 合格
10 吉田 司 甘楽 初段 16 五代 敦典 伊勢崎 合格 44 真岸 佳祐 安中 合格
11 金子 ひとみ 邑楽館林 初段 17 春田 和代 渋川 合格
12 堀口 道代 甘楽 初段 20 村田 亨 前橋 合格
13 南 実恵 太田 初段 22 田中 拡 前橋 合格
14 生方 智之 北橘 初段 23 石井 美紀 高崎 合格
15 石川 智治 高崎 初段 24 滝川 厚賀 高崎 合格
16 今井 恵 富岡 初段 25 山下 久美子 あずま 合格
17 今井 淳子 富岡 初段 26 松嶋 政恵 桐生 合格
18 佐々木 啓 邑楽館林 初段 27 飯塚 浩子 甘楽 合格
19 矢野 明鼓 太田 初段 28 三木 裕子 桐生 合格
20 藤本 三雄 桐生 初段 29 加藤 仁美 高崎 合格
21 樋口 光雄 甘楽 初段 31 田中 睦宏 甘楽 合格

32 猪野 天音 群大工学部 合格
33 藤生 周 桐生 合格
34 田部井 万莉菜 あずま 合格
35 高橋 輝充 前橋 合格
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初段21名 弐段合格25名 参段合格10名 四段合格7名
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