
1 荻野 とうこ 邑楽館林 初段 2 宮地 風惟 太田 合格 6 佐藤 司 境 合格 8 高橋 輝充 前橋 合格

2 大野 姫来 太田 初段 4 ブレンダン バスティアン 甘楽 合格 8 上原 雅子 邑楽館林 合格 22 稲葉 愛 伊勢崎 合格

3 福田 翼 高北 初段 5 福田 幸恵 邑楽館林 合格 9 川野辺 康 邑楽館林 合格 29 益子 由理 邑楽館林 合格

4 門倉 由依 高北 初段 6 宮沢 秀樹 伊勢崎 合格 19 原澤 美也子 前橋 合格

5 清水 楓雅 高北 初段 7 宮沢 明子 伊勢崎 合格 23 狩野 理恵 前橋 合格

6 佐藤 里央 県央 初段 8 赤石 安由美 伊勢崎 合格 28 岡田 寿美恵 安中 合格

7 榊原 大翔 伊勢崎 初段 9 佐々木 千恵子 伊勢崎 合格

9 藤田 あまね 伊勢崎 初段 10 嶋崎 久 前橋 合格

10 林野 心哉 邑楽館林 初段 11 新井 優子 桐生 合格

11 髙橋 賢正 邑楽館林 初段 14 塚越 遥人 伊工 合格

12 小川 美咲 邑楽館林 初段 15 須藤 未結 伊工 合格

13 野口 大輔 富岡 初段 17 黒澤 佳太 伊工 合格

14 佐々木 純子 藤岡 初段 18 櫻田 光祐 高経大 合格

15 小林 章子 藤岡 初段 19 吉田 和俊 太田 合格

16 野口 裕美 富岡 初段 20 藤井 飛翠 伊工 合格

17 太田 千佳 伊勢崎 初段 21 清水 快 高経大 合格

18 町田 博一 伊勢崎 初段 22 守口 大智 高経大 合格

19 前澤 恵美子 境 初段 23 林 久惠 桐生 合格

20 土屋 公世 安中 初段 24 関　 亮太 高経大 合格

21 畑野 照美 富岡 初段 25 濱 真一郎 高崎 合格

22 大井 伸子 安中 初段 26 辻村 昴 太田 合格

23 木村 宏美 太田 初段 27 髙坂 愛海 前女 合格

24 松崎 弘子 伊勢崎 初段 29 星川 芙弥 前女 合格

25 藤村 あすか 藤岡 初段

26 坂才 奈々美 桐商 初段

27 瀬沼 優芽里 桐商 初段

28 川上 由涼奈 桐商 初段

29 深澤 いろは 桐商 初段

30 小林 里々弥 桐商 初段

31 星野 朱音 桐商 初段

33 金井 正喜 高崎 合格

34 吉田 桃子 高北 合格

35 眞下 恵子 高崎 合格
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四段の部

立順 氏　　　名 所属団体 合否

　登録料納付先
ゆうちょ銀行
記号１０４３０

番号１３３３９８０１
群馬県弓道連盟地方審査部会

他行からの振り込み
店名〇四八　店番０４８
預金種目　普通預金

口座番号１３３３９８０

級位登録料　1030
円　　初段登録料
3600円　　　弐段
登録料　5100円
参段登録料　7100
円　　　四段登録

AKBN

AKBN



1 田村 唯那 館林商工高 一級

2 新井 颯人 館林商工高 一級

3 矢部 慧汰 館林商工高 一級

4 栗原 瑞季 館林商工高 初段

5 山口 留依 館林商工高 一級

6 金子 智景 館林商工高 初段

7 田村 鷹介 館林商工高 一級

8 橋本 泰雅 館林商工高 一級

9 野村 琴菜 渋女 初段

10 篠原 柚月 渋女 初段

11 品川 娃純 渋女 初段

12 田中 愛里 渋女 初段

13 小林 風花 渋女 初段

14 阿部 李奈 渋女 初段

15 小林 明日香 渋女 初段

16 福田 桃花 渋女 初段

17 冨沢 朋夏 渋女 初段

18 青木 楓 渋女 初段

19 有井 千夏 渋女 初段

20 児玉 亜紀 渋女 初段

21 田邊 心暖 渋女 初段

22 岡田 陽菜 渋女 初段
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級位登録料　1030
円　　初段登録料
3600円　　　弐段
登録料　5100円
参段登録料　7100
円　　　四段登録

　登録料納付先
ゆうちょ銀行
記号１０４３０

番号１３３３９８０１
群馬県弓道連盟地方審査部会

他行からの振り込み
店名〇四八　店番０４８
預金種目　普通預金

口座番号１３３３９８０

於ALSOKぐんま武道館弓道場 令和4年10月30日施行

無指定の部
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