
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 原田 詩歩 中部 40 佐藤 心泉 中部 78 相原 美愉 中部

2 岡野 凛 中部 41 幸村 明音 中部 79 西片 莉奈 県央

3 金谷 華桜 中部 42 那須 隼人 中部 80 崔 光希 県南

4 遠藤 和 中部 43 松本 琴羽 中部 81 髙野 菜摘 中部

5 木村 南月 東部 44 川﨑 慧 中部 82 山碕 愛花 県央

6 作本 光 中部 45 牛島 彩 中部 83 古澤 悠馬 県央

7 加島 寛明 中部 46 鈴木 悠 県北 84 丸田 恭史 中部

8 吉田 光汰 中部 47 渋谷 真優季 中部 85 佐々木 優衣 中部

9 寺田 琴美 中部 48 鈴木 大地 西部 86 中村 友香 中部

10 涌井 彩加 東部 49 柿沼 幸弥 中部 87 吉田 孝太 中部

11 林 泰成 西部 50 倉島 怜玖 中部 88 佐藤 美初 中部

12 毛須 優季乃 中部 51 赤池 光月 県央 89 高柳 晴仁 西部

13 滝口 詠理 中部 52 藤本 和花 中部 90 加藤 里奈 中部

14 亀井 菜乃香 中部 53 石黒 楓花 中部 91 篠井 雄翔 西部

15 森田 雪音 中部 54 内堀 夢乃 中部 92 立花 洋陽 西部

16 髙木 咲希 中部 55 斉藤 眞琳 東部 93 宮島 臣宗 中部

17 荒井 実緒 中部 56 清原 凛亜奈 東部 94 稲垣 志堂 西部

18 山口 椛 県央 57 漆畑 涼花 中部 95 永井 淳誠 西部

19 木村 海夢 県南 58 高橋 七海 中部 96 横田 璃輝 中部

20 大石 羚流 東部 59 増永 梓 中部 97 菊池 諒太 西部

21 石川 旺果 東部 60 我妻 白夜 東部 98 諸岡 孝介 西部

22 金子 美月 中部 61 加藤 蓮弥 中部 99 大倉 怜 西部

23 石森 敬亮 中部 62 増田 妃那 東部 100 荒木 陽向 西部

24 神山 咲希 県央 63 森岡 龍平 中部 101 濵岡 太一 西部

25 島田 琳梨 中部 64 関谷 穂南 県央 102 多田 宗大朗 西部

26 古川 冬悟 県央 65 宮本 光越 県南 103 西村 優一朗 西部

27 神戸 結衣 中部 66 中野 謙太郎 県央 104 松山 周平 西部

28 結城 舞耶 中部 67 松田 恵実 中部 105 小西 海里 西部

29 荒川 愛心 中部 68 古川 菜々花 中部 106 金 俊瑞 西部

30 勝部 心結 中部 69 西村 心花 中部 107 古澤 雲珠 県央

31 岸野 海波 中部 70 浜 陽菜乃 東部 108 伊根 怜香 県南

32 鈴木 穂乃佳 中部 71 長岡 大晴 中部 109 井戸上 沙弥 県南

33 和田 陽愛 中部 72 熊倉 理捺 中部 110 佐藤 狼 県央

34 宮澤 陽向 県南 73 原 新樹 西部 111 楢崎 泰規 県南

35 大木 陸功 中部 74 黒沢 海翔 西部 112 原島 涼 西部

36 蓑田 真央 中部 75 並木 大河 県央 113 布上 雄也 西部

37 薄井 美結 中部 76 長島 静香 中部 114 山口 大稀 県南

38 小林 真里奈 県央 77 糟谷 みなみ 中部 115 関口 明莉 県央

39 丸山 凜莉 中部

令和4年度第2回審査会（高校）　　

　　令和4年5月15日                         　於　:　所沢市民武道館弓道場　　

初段受審で弐級査定者0名、壱級査定者12名、でした。　なお、参段合格はありませんでした。

　　初段合格者　115名



氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

1 増田 姫夏 中部 33 石川 竜雅 県央 65 金井 颯汰 中部

2 齊藤 千尋 中部 34 新矢 大知 県南 66 山下 彩也加 中部

3 春山 凛 中部 35 清水 泰地 県央 67 石塚 小百合 中部

4 小原 沙羅 中部 36 田中 陽翔 県南 68 岩川 朱夏 県央

5 宮下 雄琉 中部 37 石川 凌大 県南 69 小澤 結芽 中部

6 柴田 祐奈 西部 38 有賀 爽一郎 西部 70 森 千紘 県央

7 中田 智大 西部 39 岡本 七海 県央 71 仙石 美里 県央

8 安井 隆之 県北 40 小椋 陽登 県南 72 大舘 空翔 西部

9 富田 優 中部 41 小澤 美優 県央 73 柴田 風乃 県南

10 小林 諒 中部 42 德田 悠真 中部 74 髙橋 花夏 県南

11 中村 陽向汰 県北 43 増田 花梨 中部 75 佐藤 愛莉 県南

12 渡邊 未来 西部 44 佐藤 杏彩 県央 76 滝澤 慶一郎 県南

13 中嶋 優弥 中部 45 小林 千花 県南 77 中村 由里菜 中部

14 長棟 真依 中部 46 長谷川 裕喜 西部 78 塚本 晶子 県南

15 小林 弥空 西部 47 桑原 遥輝 県南 79 柳元 颯太 県央

16 松尾 映輝 中部 48 長谷川 あかり 県央 80 椿 瑠依 東部

17 石﨑 孟 中部 49 赤木 駿希 県央 81 佐生 陽葉 県南

18 川端 歩武 中部 50 石路 結唯 県央 82 藤田 理碧 西部

19 佐々木 優奈 中部 51 吉田 留生 県南 83 岡安 凌雅 県央

20 浅原 実結 県央 52 波田野 ひかり 県南 84 佐藤 誠士 県南

21 井出 陽菜 県央 53 富川 結彩 県央 85 菅原 蒼生 県央

22 下山 和陽 県央 54 島田 さやか 県央 86 荒井 葉 中部

23 石川 季 中部 55 谷﨑 壮佑 県央 87 千葉 明愛 県南

24 田中 萌々香 東部 56 伊藤 瑞生 西部 88 石川 悠真 中部

25 熊谷 真愛 県南 57 嵯峨 小渚音 県央 89 加藤 奏空 県央

26 西 純聖 県央 58 石田 百香 県央 90 伊藤 瑠奈 中部

27 安東 琴音 東部 59 臼倉 安音 県南 91 倉橋 菜穂 東部

28 桑原 由美香 中部 60 小林 瑞姫 県央 92 秋元 海翔 中部

29 関 優 県南 61 大野 裕佳理 東部 93 山口 桃佳 中部

30 岩堀 すざな 県南 62 竹林 三織 県央 94 中澤 凜 中部

31 桑原 日和 県南 63 坂野 愛伊莉 中部 95 谷内 杏奈 県央

32 村上 瑛 県南 64 山下 ハルミ 中部

　　弐段合格者　95名


