
【【【【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】】】】

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 齊田侑夏 西脇由奈

粕川少年粕川少年粕川少年粕川少年 亀井悠斗

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 金澤莉那 安松憲信

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 棚澤勇紀

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 三原謙信

前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館 橋本　咲 鈴木悠太 鈴木夢叶 三上望亜

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 町田星空 池田萌々果

【【【【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】】】】

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 深澤　葵 永原隆之介

粕川少年粕川少年粕川少年粕川少年 真藤幸優 中村快成

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 柏瀬奏太 石川悠真 平石優真 榊原雄一郎 生方健太

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 髙岸優樹 髙岸倖樹

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 髙井瑛斗

前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館 尾崎博彬 小沢　周 関　文慈

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 井上裕貴 深澤慎之助 深澤幸之助 加藤陸斗

【【【【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】】】】

粕川少年粕川少年粕川少年粕川少年 栗原光希 長井陸斗 髙山文歌

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 金澤義記 中島かおる 阿久澤和博

修道館修道館修道館修道館 久保村知子

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 小堀　樹

前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館前少剣武神館 山田凌久

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 大木喬任 青木武士

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 永井　博

一中一中一中一中 稲垣　哲

三中三中三中三中 渡辺凌央 岡田祥太郎 菊間稜翔 市川健人 田口麻奈里 荻原彩笑 中村涼風

五中五中五中五中 中嶋啓人

七中七中七中七中 内田彩花

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 三田愛佳

大胡中大胡中大胡中大胡中 宇木桃羽

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中 川嶋康生

粕川中粕川中粕川中粕川中 石井侯全

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 深澤　歩 籠利愛美

植村綾斗 山下拓海 中澤賢太 黒川莞純 藤江敦也 安田渉吾 金子俊輔 緒方　秀

根岸来望 船津直恵 鈴木なな 蓬田明日香 下山香織 林　奈々未 吉野陽菜 浅井莉紗

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29.9.17月実施

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中



【【【【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】】】】

石田隆晟 小材健太 根津晴希 福島颯太 斉藤天馬 青木佳南 石川栞那 魵澤　直

川崎小遥 西　涼香

箱田中箱田中箱田中箱田中 木榑大輝 武井萌々香 岡本紗奈

附属中附属中附属中附属中 下山拓大 篠崎智博 小林大輝 西村奏嵐 正來巧光 齋藤ひなの 友永真葵 磯田佳音

みずきみずきみずきみずき中中中中 加藤愛海

宮城中宮城中宮城中宮城中 大﨑杏眞 武尾妃那 栗原　楓

元総社中元総社中元総社中元総社中 斎木美桜 鳥谷部馨子 池田藍衣 天宮光琳 大河原夢叶 織田なつみ

【【【【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】】】】

剣心会剣心会剣心会剣心会 原　汐李

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 西村大河

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 南雲ｶｲﾄｼｹﾞﾙ

一中一中一中一中 熊田新大 齋藤謙真 加藤菜々 中村彩乃

三中三中三中三中 横山菜々美 山田妃芽奈

佐藤孝俊 小池倫太朗 小沢周太郎 吉田祥林 星　遥貴 宮内草太 小林　陸 竹澤一我

神村剛志 須田咲稀子 松本志穂 小林柚葉 中田ゆらら デッドマン花愛 中島明音

六中六中六中六中 関根涼太 植木來色

七中七中七中七中 坂本美遥 石田彩果 茂木莉音

東中東中東中東中 木村真麻 岡　桜子 茂木聡実

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 加藤大翔 松井稜我 金子理咲

大胡中大胡中大胡中大胡中 鹿沼悠斗 小澤直大 上原和仁 乾　祥太郎 宮前　滉 茂木日向子

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中 小川敢久朗 飯野秀太 園田葵生 柏瀬結菜 堀越心菜 空井弥玖

粕川中粕川中粕川中粕川中 山下結安 中村良成

山岸恒生 飯嶋丈登 荒井凪冴 林　雅登 八木原子龍 林　優妃 飯野莉奈 椛澤詩織

木代有香

須佐和也 飯塚健太 湯澤城二 女屋秀斗 布川晃成 井田貫太 関口未来翔 原澤菜奈

大野美空 小木曽あずさ伊澤鈴花

南橘中南橘中南橘中南橘中 早部拓真 池田大朗

箱田中箱田中箱田中箱田中 髙 洸介 田胡一太 櫻井　七 都丸凜帆 矢嶌千暖 小鮒栄香 川島理乃

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 佐藤　翔 石﨑和樹

富士見中富士見中富士見中富士見中 船津玲央 木暮祥吾 増田拓真 竹渕風花 新井里恋 金子　碧

附属中附属中附属中附属中 摩庭美羽子

みずきみずきみずきみずき中中中中 鈴木冴夜 木村誠哉 川上真翔 佐藤　夢

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中

南橘中南橘中南橘中南橘中

五中五中五中五中



【【【【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】】】】

厩剣会厩剣会厩剣会厩剣会 安松　亨

剣獅舘剣獅舘剣獅舘剣獅舘 狩野　諒

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 岡山千紘 町山莉緒

弘武館弘武館弘武館弘武館 千代田壽一

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 池田駿介

一中一中一中一中 浅井千夏 武谷茉那乃

五中五中五中五中 中嶋千尋 小泉啓太 伊藤朱音 石関桃果 吉田萌乃佳 長坂海穂 吉原　唯 越田妃奈乃

六中六中六中六中 髙山亮太 小林歩夢 佐藤妃乃 土屋陽菜 長岡怜花 茂木寧音

七中七中七中七中 田中大夢 青木玲音 新井優茉 田村日向子 池畠里沙 松本紫恩 石倉麗奈

東中東中東中東中 小林　匠 矢野健浩 柄沢尚人 倉林花衣

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 大久保幸司 山口誠太

加藤睦人 加藤　和 吉田千洋 井上諒一 大野すみれ 髙沢　心 山崎萌絵 天野　碧

池津彩香 林　優羽

粕川中粕川中粕川中粕川中 栗原沙佳

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中 古美門寛太郎 金井宏樹 桑原匠子 藤本杏香 布施夏呼 大塚理奈

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 田村尚輝 新井貴之 遠藤花香 小澤颯乃 角田美也子

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中 勝田萌恵 木村優歩 佐藤凜歩 山下未来 大平紗由 川野誉花 茂木りな

南橘中南橘中南橘中南橘中 石川　蓮

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 佐藤優哉 髙井翔太 木村茉友子 坂入志穂 吉田愛実

箱田中箱田中箱田中箱田中 小林京人 廣瀬ののか 清水ありさ 小此木萌花

富士見中富士見中富士見中富士見中 荒井　翼 藤井颯人 中村優太

附属中附属中附属中附属中 茂木美怜

みずきみずきみずきみずき中中中中 赤石龍哉 太田莉子 木村雪乃 里見茉央

宮城中宮城中宮城中宮城中 田中汐音 野口那琉 阿久澤麻緒 加藤真尋 松岡実莉

前橋西高前橋西高前橋西高前橋西高 金井摘香

群馬大学群馬大学群馬大学群馬大学 増田龍樹 松島昭典

大胡中大胡中大胡中大胡中


