
【【【【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】】】】

県武道館県武道館県武道館県武道館 加藤亜実 神野統彦

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 大竹悠真 小川真輝

清里清里清里清里 野﨑天資 須藤英公 川浦拓望

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 山口誠太 橋本すばる 小澤優斗

富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会 武藤史弥 清水瑛李花 杉本涼平

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 加藤真尋

【【【【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 岡部竜也 森　遥音 吉田祐梨

剣誠会剣誠会剣誠会剣誠会 浅香　凜 浅見文駿 岡田知親 岡山実鈴 関川奈桜 細野秀真 横川　凛

県武道館県武道館県武道館県武道館 牛木悠貴 奥野玲奈 田村慶樹 藤巻奈緒 塚越昌大

振武館振武館振武館振武館 太田　諒 関原俊介 村山　楓 柳井　魁 柳井　雅 渡邉友貴

芳賀剣芳賀剣芳賀剣芳賀剣 片山あゆる

広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道広瀬剣道 猪岡真尋 南雲優介 湯澤武流

剣心会剣心会剣心会剣心会 倉林史弥 細川梨加 須田賢斗 山本遥太

富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会 小林　颯 丸橋晃弥 村上ゆい子

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 青木紗耶 神尾小雪 町田　陸

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 石島小梅 狩野颯太 北爪　涼 山口友江

【【【【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】】】】

修道館修道館修道館修道館 行方俊貴 立井龍太郎 佐藤央崇

剣和会剣和会剣和会剣和会 柿本　匠 藤井　恭

県武道館県武道館県武道館県武道館 中山　樹 設楽日依里 近藤　和 山田尚武 神野考軌 松澤　花

振武館振武館振武館振武館 柳井有吾

芳賀剣芳賀剣芳賀剣芳賀剣 岡部桃子 尾崎成央 原　香菜美 椛澤美乃里

剣心会剣心会剣心会剣心会 三阪頼毅

富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会富士見剣士会 廣橋大志 杉本昌人 村上芳弘

みやぎみやぎみやぎみやぎ少年少年少年少年 石原隆平 大﨑瑠莉香 石橋穂美 松井さやか

三中三中三中三中 岩崎泰聖 飯塚　彩 山田佳耶

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 新保桃加

みずきみずきみずきみずき中中中中 大畑海斗 木村弥生

大胡中大胡中大胡中大胡中 大嶋竜二

宮城中宮城中宮城中宮城中 女屋まみ

共愛中共愛中共愛中共愛中 棚橋直也 村田勇希

前女前女前女前女 小見山和月

刑務所刑務所刑務所刑務所 坂庭　槙 小野村直人

1～3級及び初段・二段審査合格者(訂正版)　　【群馬県剣道連盟前橋支部】　平成24.8,9月実施



【【【【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 須藤　羅 菊池悠廣 林　大智 金井啓太 中島諒平 関口大雅 神山咲季 後藤香奈

三中三中三中三中 塩﨑泰斗 大上香音 寺内夏子 青栁笑佳 岡田里花 岡田彩葵

五中五中五中五中 木部宗太 神垣風希 城田祐多 中島代詠 堀　美咲 猪俣侑希 鴻田真由 中野花保

六中六中六中六中 片桐　樹 兒嶋洸貴

七中七中七中七中 宮﨑晋作 須藤大貴 山後拓斗 塩原七海 木檜葉月

東中東中東中東中 大嶋繁永 細川唯行 三阪魁登 山本悠太 和地南々子 堀越愛菜

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 木暮琢也 高坂　颯 神澤　諒 石井優登 朝日春妃

村上大和 久保雄太郎 関口天哉 松本晃磨 田中進太郎 真下彩花 久保茉由 小澤　萌

半澤莉子 青山ヒカル

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 狩野篤志 福本秀和 松山奈央 岡庭侑花 金子瑛里

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中 小板橋　凌 新嶋雄太 橋本美穂 岩田菜緒 和気美佳

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 岡部航大 富井真菜

箱田中箱田中箱田中箱田中 砂原永里子 平栗瑛里 土屋美沙紀

みずきみずきみずきみずき中中中中 酒井達矢 大里和佳 諏訪　凛

浅香光佑 有坂　陸 青木　渓 都丸大河 生方千晴 安中詩乃 佐久間聖愛 高本菜帆

田村未沙紀 都丸ひなた 小泉沙里夏 荒木ジェリカ

元総社中元総社中元総社中元総社中 林　由伸 堀　雄貴 青栁礼音

森村悠生 狩野　励 中田　遼 本多賢也 青木建人 飛知和志帆 小山温美 町田はるか

大澤知恩

大胡中大胡中大胡中大胡中 齋藤優輝 大原年貴

粕川中粕川中粕川中粕川中 竹渕碧生 土田聖人 大木一矢 関口舞海

富士見中富士見中富士見中富士見中 田村優樹 中川将都 塩谷　晴 野口翔平 加藤陽奈 青栁栞那 角田早紀 青木舞佳

宮城中宮城中宮城中宮城中 北爪龍一 神尾美里

新島中新島中新島中新島中 髙橋尚人

群馬大群馬大群馬大群馬大 秋山祐暉 佐々木　脩

大胡城山大胡城山大胡城山大胡城山 齋藤悠美子 橋本泰子

刑務所刑務所刑務所刑務所 小澤希実 小野村直人

南橘中南橘中南橘中南橘中

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中

附属中附属中附属中附属中



【【【【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 阿部航也 長野純平 五十嵐悠太

三中三中三中三中 山田朱音

永沢優貴 赤石将一 鈴木智也 紺野　力 松嶋勇介 杉山　凌 松浦優華 髙橋美里

加藤理菜 後藤晴香 乾　幸乃 海老沼知佳

福田祐星 木村　駿 小林竜太 福島和樹 阿部雅史 関口　輝 髙橋加奈 水出利帆

櫻井美緒

栗原　諒 小杉将太 佐藤昭啓 山崎凌佑 深町寿宏 小林大輝 青木耀平 石田拓海

山川晋平 椎名凌介 大塚弘惟 秋野　誠 木下華奈 石原佳奈実 石原麻鈴 光山由希子

光山由利子 水出莉奈

東中東中東中東中 三阪龍輝 塚田萌衣 金子友加里

荒砥中荒砥中荒砥中荒砥中 田中孝征 金子剣士 日髙晋作 染谷拓海 土合雄大 山口裕真 桒原知也

桂萱中桂萱中桂萱中桂萱中 猪岡ひかる 勝山真紀 久保葵衣

鎌倉中鎌倉中鎌倉中鎌倉中 平石晴哉 永井太河 森井貴大 林　勇樹 今井昇吾 内田悠斗 高橋求明 山﨑滉都

木瀬中木瀬中木瀬中木瀬中 谷川恭太 萩原猛龍 久川優司郎 細谷智利 深谷圭吾 山口真優 築山　愛 羽鳥志穂

芳賀中芳賀中芳賀中芳賀中 小見朋生 尾崎公亮

箱田中箱田中箱田中箱田中 関根舞香 山岸玲菜 須田芹菜 天野夏葵 田村彩佳

みずきみずきみずきみずき中中中中 石田凌理 須賀　歩 小湊瑞央 山中涼平 中澤郁充 齋藤眞理 眞下紗代 尾﨑　翠

加藤大明 曽田和石 設楽和希 根津拓実 森　拓也 大澤萌子 木暮百花 坂本菜々子

都筑美歌子 田中菜央 武井里央 後藤夏希 島田和音 有坂麻里亜 岩下沙織

元総社中元総社中元総社中元総社中 中馬悠斗

附属中附属中附属中附属中 服部右暉 信澤翔生 朝戸優貴 浅沼駿哉 金子智成 奥野莉紗 長谷川 麗

大胡中大胡中大胡中大胡中 橋本悠希 嵯峨春介 松井洋平 小林亜美 鈴木美涼 諏訪夏海

粕川中粕川中粕川中粕川中 民谷恭成 松村利恵 関川詩乃 髙瀬妃菜 竹渕芽依

富士見中富士見中富士見中富士見中 半田神威 清水大地 五十嵐寛行 清水佑樹 北原　舜 佐藤ひみか

宮城中宮城中宮城中宮城中 北野伶奈 岩口日菜子 北爪由子

高崎中尾中高崎中尾中高崎中尾中高崎中尾中 関原凛太郎

鑚士会鑚士会鑚士会鑚士会 塚田靖夫

剣和会剣和会剣和会剣和会 小林　誠

三武会三武会三武会三武会 青栁竜多

市役所市役所市役所市役所 寺澤大和

五中五中五中五中

六中六中六中六中

七中七中七中七中

南橘中南橘中南橘中南橘中


