
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 久保田 麻衣 中部 31 川島 あかね 西部 60 若生 悠希 県央

2 佐藤 愛莉 県央 32 吉澤 颯太 県央 61 加藤 なごみ 中部

3 榎本 心大 西部 33 中野 千那津 県央 62 増島 実香 県央

4 石井 佑奈 西部 34 米澤 匠 県央 63 永田 道成 中部

5 坂田 葵 県央 35 渡辺 竜矢 県央 64 関根 蒼人 西部

6 加藤 悠大 西部 36 岩間 絢音 県央 65 金子 あかり 中部

7 山口 郁実 中部 37 馬場 咲月 県央 66 山中 祐人 県央

8 髙瀨 香衣 県北 38 関 萌花 県央 67 小安 颯 県央

9 空地 藍子 県南 39 西本 大斗 県央 68 古川 雅 東部

10 渡部 彩 県央 40 牧原 有咲 中部 69 加藤 優彩 県北

11 滝口 凜花 中部 41 鈴木 雄介 西部 70 齋藤 愛 西部

12 長谷川 峻平 県央 42 松江 優 西部 71 吉田 瑞穂 県央

13 栗田 拓明 西部 43 小川 菜恵 中部 72 羽石 知生 県央

14 中野 愛梨 中部 44 酒井 景菜 県南 73 池田 菜々花 中部

15 久保田 智哉 県央 45 野口 涼帆 県北 74 横山 心美 県央

16 井上 莉佳 県央 46 中井 彩月 県南 75 久住 正明 東部

17 竹田 歩生 中部 47 大橋 海斗 西部 76 坪井 大空 県央

18 中澤 竣太 中部 48 菊池 隆一 西部 77 宮澤 翔 東部

19 宮澤 真凛 県北 49 赤塚 夏芽 県南 78 西田 咲 県央

20 竹内 梨桜 県央 50 覚田 真聖 県央 79 山田 えりさ 県央

21 鈴木 乃杏 西部 51 小山 紫美 県央 80 和田 壮一郎 県央

22 大竹 瑠奈 西部 52 新井 啓太 西部 81 渡辺 勇翔 東部

23 浅原 大地 県央 53 金 志禹 県南 82 小泉 有葵 県央

24 金井 綾佑 県南 54 鈴木 遥名 県央 83 三又 葵 県央

25 志田 和麻 西部 55 加賀 桜子 中部 84 船渡川 優花 県央

26 早川 綾乃 県北 56 吉川 博章 中部 85 井上 拓也 東部

27 渡邉 己悠 県央 57 平井 花南 県央 86 山本 采 県央

28 小野 皓士 西部 58 小林 廉 中部 87 西尾 涼佳 県央

29 佐藤 日向子 中部 59 布施 穂香 県央 88 北口 雅志 県央

30 西垣 有紗 県央

氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 篠田 恭平 東部 13 立花 友菜 中部 25 池田 春香 中部

2 塚原 里菜 県央 14 藤原 寧音 中部 26 岩﨑 龍哉 中部

3 岡島 遥斗 東部 15 千葉 大誠 県央 27 斎藤 佑紀 東部

4 山口 結衣 中部 16 菊池 豊 東部 28 木﨑 広陸 中部

5 山田 虎大朗 東部 17 嶋嵜 空 中部 29 石塚 友輝 東部

6 國谷 碧 県央 18 岩﨑 勢 県央 30 浅見 和奏 県北

7 清水 萌花 県央 19 野中 桃子 県央 31 柳本 里緒 中部

8 渡辺 美琉 県央 20 山本 紘輝 県央 32 瀧本 光 西部

9 山縣 芽生 県央 21 笠原 壮馬 県央 33 仲島 七美 西部

10 荻原 圭介 県央 22 氏家 舞加 県央 34 竹内 望 県南

11 青木 実伶 県央 23 片山 万聖 中部 35 町田 英梨奈 県北

12 栗原 共喜 県央 24 赤間 美月 県央 36 大友 あかね 中部

平成31年度第2回地方審査（高校の部）　　

　　　令和元年5月12日                               於：所沢市民武道館弓道場　　

初段受審で壱級査定者5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　88名

　　弐段合格者　36名


