
【【【【剣道三級合格者剣道三級合格者剣道三級合格者剣道三級合格者】】】】

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 伊東義記 中島かおる 阿久澤和博

県武道館県武道館県武道館県武道館 藤井脩矢 安斎大春 岡崎兼進 森本裕人 京谷純平 遠藤　龍 有井直希 有井千夏

広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会 永井　博

剣心会剣心会剣心会剣心会 坂井颯太 茂木愛未 宮島隼人

清里剣道部清里剣道部清里剣道部清里剣道部 須藤のぞみ 植木來色

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 神岡空良 羽鳥倫果 鹿沼悠斗 羽鳥智也

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 小堀　樹 深津咲吾 阿久澤良奈 大上　環 深津有利奈

【【【【剣道二級合格者剣道二級合格者剣道二級合格者剣道二級合格者】】】】

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 松村颯士 山岸恒生

振武館振武館振武館振武館 高橋　楓

修道館修道館修道館修道館 齊藤　忍

県武道館県武道館県武道館県武道館 熊田新大 中川奈美

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 小川智也 佐藤妃乃

広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会 南雲カイトシゲル

剣心会剣心会剣心会剣心会 山本悠月

清里剣道部清里剣道部清里剣道部清里剣道部 南　誠大 吉澤　樹 川浦歩武 佐藤杏樹 佐藤柊太 茂木郁汰 土屋陽菜

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 石島亘晟 狩野紗也花 松村　星

富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会 廣橋一真 廣橋大輝 清水遼晴 田中嘉人 根岸航平

【【【【剣道一級合格者剣道一級合格者剣道一級合格者剣道一級合格者】】】】

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 山下凌空 進藤修一郎 牛久保颯也 今井　海

修道館修道館修道館修道館 狩野裕太

振武館振武館振武館振武館 石間経啓

県武道館県武道館県武道館県武道館 摩庭美羽子 京谷伯実 荒井　翼 狩野　諒 藤井颯人

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 横川百花 岡山千紘

剣和会剣和会剣和会剣和会 浅井千夏

広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会広瀬剣友会 永井　振

剣心会剣心会剣心会剣心会 原　汐李 倉林花衣 髙 洸介 野口洸稀 立野　寛

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 深澤紅彩 小澤直大

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 阿久澤麻緒 町田　海 石原和弥 神尾駿輔 女屋　健

一中一中一中一中 杉浦玉桜

みずきみずきみずきみずき中中中中 荻野早姫 木村　成

五中五中五中五中 大島ちはる

七中七中七中七中 鈴木愛梨

箱田中箱田中箱田中箱田中 小林京人

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 三浦正恵 小保方直輝 阿部光汰 野本純生

南橘中南橘中南橘中南橘中 戸鹿野里穂 庭前早希 石川　蓮 山田晃平 丸山翔太

1～3級及び初段・二段審査合格者　　　　　　【群馬県剣道連盟前橋支部】　平成27.9.12月実施



【【【【剣道一級合格者剣道一級合格者剣道一級合格者剣道一級合格者】】】】

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 鈴木基靖

富士見中富士見中富士見中富士見中 木暮　翔 武藤史弥

大胡中大胡中大胡中大胡中 髙沢　心 川上莉奈 松村　光 吉澤正智

宮城中宮城中宮城中宮城中 松岡実莉 北爪藍子 田中汐音 野口那琉 柿木武浩

粕川中粕川中粕川中粕川中 赤井恵一

群大附中群大附中群大附中群大附中 齊藤真澄

前橋東高前橋東高前橋東高前橋東高 大川明日都

前橋商業前橋商業前橋商業前橋商業 真藤　爽

群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学 松島昭典

尚武館尚武館尚武館尚武館 小野元美

桃木剣居会桃木剣居会桃木剣居会桃木剣居会 澤井布絵



【【【【剣道初段合格者剣道初段合格者剣道初段合格者剣道初段合格者】】】】

一中一中一中一中 小堀勝音 牧野果以 本田清太郎 間島笙太 戸田麻夏佳 細野美有

三中三中三中三中 増田蒼生

みずきみずきみずきみずき中中中中 斉藤義弥 関　樹英留 桑原優希 矢舗怜央奈 小渕七波

五中五中五中五中 石井湧我 生形美樹 木村彩希 猪俣光希 鶴谷　結 富所せれな 松井　桐

六中六中六中六中 佐藤和哉 鈴木凪斗 髙橋遼太朗 佐藤伸樹 大山涼太郎

山崎倫生 茂木恒太 石原沙奈 吉澤桃佳 森田乃亜 梶原弥月 髙木初華 齋藤利華

大山叶絵 新井李菜

東中東中東中東中 眞塩浩颯 三上　諒 和地亮太朗 狩野晶世 新井杏果 田村楓乃 今井　永

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 青木慶介 山田知樹 新井勇登 星　和磨 小宮莉菜 吉田穂香 吉田遥子 鈴木亜里紗

井上礼大 田部井悠太 空井　蓮 髙橋琴美 鈴木望愛 村田萌香 井岡寧々 和佐田紗世

野村実彩季 岩上千紘

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中 和気晃汰 山口優希 町田　結 女屋詩織里

南橘中南橘中南橘中南橘中 小山泰生 豊田悠真 星野力斗 立見　有 相川美緒 根津千波

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 松田青空 森田秀明 剱持玲音 森　俊介 佐藤萌子 赤石知優 野島麗愛

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 狩野亜門 飯嶋天斗 山岸錬太郎

大胡中大胡中大胡中大胡中 橋本すばる 山口ひらり 鈴木紅葉 髙橋唯乃 千吉良辰美

杉本涼平 小林　颯 牛木悠貴 長谷川武蔵 木嶋海生 下田茉由 松本夏澄 木村綾花

西山瑞姫

粕川中粕川中粕川中粕川中 久保田彩花 星野芽衣

宮城中宮城中宮城中宮城中 阿久澤光陽 長岡　潤 深澤太陽 宮本哲汰

県武道館県武道館県武道館県武道館 東海林正紀 摩庭翔太郎

桃木剣居会桃木剣居会桃木剣居会桃木剣居会 下島　晃

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中

富士見中富士見中富士見中富士見中

七中七中七中七中



【【【【剣道二段合格者剣道二段合格者剣道二段合格者剣道二段合格者】】】】

一中一中一中一中 吉田祐梨 横川　凛 千葉将希

早坂一鉄 森田悠斗 星野将輝 春山持温 山村遥竜 諏訪　監 長島優太 角田珠美

南雲梨花 大竹琴葉 安田有花理

五中五中五中五中 吉田成美 山口あい 髙橋理乃

六中六中六中六中 松島　陸 佐野晃司

七中七中七中七中 持田皓太郎 長谷川拓海 髙橋杏奈 田中美有 安田恭子 佐藤夏花 齋藤有彩

東中東中東中東中 倉林史弥 伊丹翔海 近藤奏太 細川梨加 稲葉　葵

箱田中箱田中箱田中箱田中 栁井　魁 根津詠一 小林　樹 栁井　雅 棚橋　音 黒岩由衣 金子乃愛

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 岡部桃子

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中 髙石孝介 天笠卓哉 髙野竜聖 森　遥音 関上　慶 宮内紫乃 相澤由佳

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中 原澤彩香 原田智帆 飯塚眞織

荒井　響 菅原一真 山口夢生 井上龍馬 鈴木紀哉 飯嶋優太 野島瑠空 小板橋優希

中嶋萌香 牛込菜摘

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 木村　萌

群大附中群大附中群大附中群大附中 藤巻奈緒 澤井映里奈 関根姫夏 髙橋怜那

大胡中大胡中大胡中大胡中 星野楓彩 星野澪香 山口友江 野澤茉由

富士見中富士見中富士見中富士見中 丸橋晃弥 樺澤恒輝 下田小太郎 村上ゆい子

粕川中粕川中粕川中粕川中 堀口海翔 中谷柊太 三浦弘斗

宮城中宮城中宮城中宮城中 町田　陸 青木紗耶

前橋西高前橋西高前橋西高前橋西高 津久井蓮 長壁琢真

群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学 藤本沙絵

修道館修道館修道館修道館 小山絢帆

振武館振武館振武館振武館 高田将司

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 岡山実鈴 関川奈桜

前橋少年剣士会前橋少年剣士会前橋少年剣士会前橋少年剣士会 椛澤貴之

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中

みずきみずきみずきみずき中中中中


