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所　属
受審
番号

所　属

1 小坂 壮亮 長野 101 田篭 諭 長野 201 モントゥシェ 優子 長野

2 西村 太志 長野 102 篠原 沙知 長野 202 雪山 勝彦 静岡

3 稲垣 尚樹 長野 103 花岡 弘美 長野 203 市川 信道 岐阜

4 原 航平 長野 104 星野 拓翔 長野 204 深澤 小夜 山梨

5 平野 訓之 長野 105 熊谷 すみか 長野 205 長崎 裕史 新潟

6 箕輪 毅 長野 106 吉村 勝彦 長野 206 綿貫 誠也 福井

7 小林 藤子 長野 107 金田 磯子 長野 207 佐藤 嘉都代 静岡

8 エンドリナ クリスタ 長野 108 安東 尚希 長野 208 白井 秀行 長野

9 板倉 美和 長野 109 篠塚 幸男 長野 209 小林 綾 長野

10 白鳥 早苗 長野 110 津田 英司 長野 210 松井 邦江 長野

11 稲垣 拓也 長野 111 細野 由貴 長野 211 モントゥシェ ユベール 長野

12 光澤 美春 長野 112 林 清己 岐阜 212 上平 佳織 愛知

13 飯田 克哉 長野 113 岐阜 213 伊東 尚子 岐阜

14 原田 昇 長野 114 林 知佳子 長野 214 富岡 直希 長野

15 高橋 慎平 長野 115 岩下 英夫 長野 215 小野澤 香苗 長野

16 髙橋 稔直 長野 116 淡路 美香 長野 216 大西 春慶 長野

17 加藤 大岳 長野 117 田中 ひとみ 長野 217 松田 勝 長野

18 伊藤 一寛 長野 118 高島 真由美 長野 218 齊藤 皓己 長野

119 小野 好雄 群馬 219 丸山 淳子 長野

120 林部 恵美子 長野 220 藤森 聖子 長野

121 渕山 なぎさ 長野 221 山口 巳和子 山梨

122 鈴木 多津子 愛知 222 赤澤 直子 山梨

123 橋本 利雄 神奈川 223 南谷 由香子 岐阜

124 小林 祥子 岐阜 224 浅井 靖文 岐阜

125 月本 光一 長野 225 志手 俊二 愛知

126 春元 五月 岐阜 226 松久 智子 岐阜

127 小山田 理恵 長野 227 松本 和也 静岡

128 舟木 照勝 岐阜 228 掛川 亜弓 長野

129 小林 万貴子 岐阜 229 浅石 美由紀 長野

130 飯田 京子 岐阜 230 原 光晴 長野

131 森尾 亜紀子 東京第三 231 伊東 衣里 長野

132 小酒井 有紀 岐阜 232 原 一則 長野

133 寺澤 聖子 長野 233 秋山 杏梨 山梨

134 佐藤 多巳恵 長野 234 猪瀬 里子 山梨

135 大橋 誠矢 岐阜 235 蟹澤 契太 長野

136 平澤 絵里子 長野四段 36名

参段 18名
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236 伊藤 喬晃 長野 271 鈴木 亮二 愛知 306 竹村 茂明 長野

237 木村 美春 長野 272 藤澤 英輝 長野 307 加藤 美香子 岐阜

238 大福　 晴香 愛知 273 岡田 幸代 長野 308 有村 徹也 愛知

239 鈴木 秀明 静岡 274 西崎 利弘 埼玉 309 髙田 彬仁 富山

240 小松 ゆかり 山梨 275 青木 直美 長野 310 滝沢 聡子 長野

241 湧川 末雄 愛知 276 奥野 知子 長野 311 髙仲 美代子 長野

242 市川 繁美 岐阜 277 伊藤 明彦 長野 312 町田 孝夫 長野

243 林 惠美子 福井 278 梅田 麻衣子 岐阜 313 丸山 温 長野

244 今江 新吾 石川 279 岡本 和也 石川 314 手塚 信幸 長野

245 網矢 栄三 静岡 280 篠田 里美 富山 315 遠藤 広一 長野

246 竹田 文子 新潟 281 馬場 絢音 長野 316 林 美智子 愛知

247 加藤 聡子 岐阜 282 垣見 たみ子 静岡 317 小原 宙大 長野

248 市岡 敦司 岐阜 283 森下 豊 神奈川 318 神山 と志子 山梨

249 松下 静子 岐阜 284 入江 美讃 愛知 319 加藤 敏行 愛知

250 秦 五郎 神奈川 285 科野 信彦 長野 320 竹村 美山子 長野

251 加藤 徹郎 愛知 286 御子柴 順子 長野 321 新田 桂子 山梨

252 行田 あゆみ 長野 287 坂本 順子 長野 322 杉山 滋志 長野

253 坂口 光広 長野 288 春日 敏子 長野 323 青島 勉 山梨

254 科野 理絵子 長野 289 酒井 貞典 静岡 324 影山 善一 長野

255 高橋 豊子 長野 290 出水 邦夫 富山 325 中牧 京子 長野

256 萱沼 あすか 長野 291 中澤 寿賀子 長野 326 猿田 功一 長野

257 藤岡 睦 新潟 292 中西 政信 長野 327 清水 正郎 長野

258 村松 真弓 山梨 293 上原 みどり 静岡 328 田嶋 陽 長野

259 平泉 香織 福井 294 春日 勇人 岐阜 329 小山 昇太 石川

260 土肥 敏宏 福井 295 宮澤 公利 長野 330 佐竹 桂子 愛知

261 大崎 英次 福井 296 川﨑 砂里 新潟 331 平瀬 修子 長野

262 西岡 裕介 東京第一 297 野知里 信子 長野 332 池田 勇司 長野

263 宮田 ゆかり 岐阜 298 傳刀 恵美 長野 333 関口 守 静岡

264 古野　 弥生 愛知 299 棚田 京子 長野 334 牧村 義和 岐阜

265 笠井 大督 愛知 300 古畑 美香 長野

266 越後 奈緒美 愛知 301 町田 真由美 長野

267 松井 美香 福井 302 加藤 広史 愛知

268 各務 功祐 岐阜 303 山田 隆敏 愛知

269 池田 勝 静岡 304 加藤 績 愛知

270 工藤 美幸 長野 305 酒井 悦子 静岡

※前回連絡の五段の各ブロックの最後の方は 、次のブロックに変更になっています。ご注意ください。
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