
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 池田 好 県央 10 草間 祐雅 西部 19 早坂 拓真 中部

2 磯 謙太郎 中部 11 栁沢 泰輝 中部 20 尾澤 健 県央

3 瀧本 光 西部 12 小久保 若奈 西部 21 山口 滉平 県央

4 倉本 一輝 中部 13 森 捺希 西部 22 神頭 元気 中部

5 永井 美沙 県南 14 中川 栞里 西部 23 細矢 季広 中部

6 仲島 七美 西部 15 横山 伶央 西部 24 中野 玖哉 東部

7 工藤 ひなた 西部 16 小川 陽平 西部 25 絹川 果鈴 県央

8 黒瀬 稔旦 西部 17 奥山 蒼史 西部 26 梅宮 倫嘉 東部

9 関谷 新人 西部 18 鈴木 陸史 西部 27 西田 璃菜 県央

氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 吉中 胡春 県央 21 清水 勇真 県央 40 宮本 佳奈 中部

2 鈴木 絢大 県央 22 加藤 好規 東部 41 谷口 優未 県央

3 相葉 葵 県央 23 佐々木 結 中部 42 長峰 毅 中部

4 野中 希 東部 24 中澤 伽音 県央 43 新井 美咲 中部

5 岡村 優輝 東部 25 丸山 采夏 県央 44 吉田 蒼生 東部

6 青木 凜 県央 26 佐藤 吉矩 東部 45 土屋 汐里 県南

7 仲 航輝 東部 27 平井 美帆 県央 46 山森 翔 県南

8 吉羽 流矢 東部 28 金子 純 県央 47 福田 優太 中部

9 山本 みな実 県央 29 鈴木 遥也 秩父 48 岡本 さくら 中部

10 丸山 大輔 東部 30 田口 紗帆 中部 49 森田 杏月 県央

11 藤澤 侑 中部 31 砂川 草太 中部 50 中村 さくら 県北

12 石田 星良 東部 32 播磨 光 秩父 51 中里 麻琴 県北

13 新井 陸斗 秩父 33 中山 龍聖 東部 52 西村 龍介 県央

14 坂本 翔 東部 34 石井 大輔 東部 53 佐藤 さちか 東部

15 小島 沙織 県央 35 松井 涼真 西部 54 渡部 瑞葵 県央

16 二ノ宮 乙夏 中部 36 山田 雄大 西部 55 工藤 瑠樹也 中部

17 中田 伊織 県央 37 野尻 萌加 西部 56 佐藤 伶 中部

18 福田 蒼衣 県央 38 東條 杏風来 県南 57 三橋 正博 秩父

19 荒木 遼太郎 県央 39 中丸 大地 県央 58 池田 香菜 東部

20 大野 雄飛 県央

平成30年度第2回地方審査（高校の部）　　

　　　平成30年5月13日                                      於：所沢市民武道館弓道場　　

初段受審で壱級査定者4名でした。　なお、参段審査の合格者はありませんでした。

　　初段合格者　27名

　　弐段合格者　58名


