段

位

取

得

者
平成 30 年 6 月 30 日現在

【７段】平田有貴 永尾尭子
【６段】土屋健次 藪崎昇 伊東隆弘 渡瀬一三生
【５段】伊沢安彦 稲垣英喜 森山栄雄 谷野米松 中尾利春 和田正男 永峰興江 小林泉
肖萌 桑原美紀
【４段】横山博美 秋山直也 儘下高育 佐藤素子 嚴虹 佐藤麻衣 沼野正博 村田亮
和田千秋 花沢千夏 中村祐典 中村早苗 西村雅裕 久保進司 孫博 巽義則
原ちひろ 松村夏海 馬場麻裕 神門美香
【３段】池田義孝 井上繁治 片山孝 北川節子 竹内堅二 冨樫昭弘 中江恒彦 仲田末治
宮木亮浩 山田昭仁 米山勝夫 伊東隆士 伊藤高志 井上啓 下田一十四 岩田義雄
橋本ますみ 原和美 五藤ひで男 今福護 柴田明久 酒井秀次 小山秀子
小田嶋敏夫 神谷政尚 瀬山隆史 清水敏朗 西條かおり 斉藤斉 川山浩司
早田真寛 大城田鶴子 大森弘美 池田孝江 中西芳裕 長尾紀 渡辺芳枝
名倉常五郎 立花信也 神戸英治 磯貝敦 中谷有希 米田留美 中島智弘 早瀬知尭
伊藤誠一 小山真樹 山崎富昭 内山厚 鈴木謙吾 袴田哲志 石津圭佑 大庭繁
松下正明 鈴木隆之 日下部能弘
横原寛子 渡井郁圭 上村渉

望月耕二 藤原正明 西山眞佐子 山本寛 鈴木敢

大橋泰介 杉浦理恵 加藤充生樹 渡井伯和 横原忍

坂井国雄 井上雅晴 倉田幸枝 加藤亜里沙 高木哲也 山本忠夫 田村夕 今田実穂
平野由理枝 梅村晃子
河邊善則 袴田容司

水谷茉央 秋野邦守 松野孝司 渡辺由佳 坂本旬 村石雅子
野澤浩司 堀卓央 内山健吾 小谷内淳也 白井佑樹 武田和也

池田周作 小山隆儀 徳増良介 奈木和正 小林護 馮俊 伊藤健 内山正己
岩倉明日翔 那須吏貴

養松達司 内山有 粟井達哉 廣中充 平塚美紀 渡井丈人士

篠原哲郎 髙橋純平 藤田拓也 大西瑚々那 滝理果 須山貴祥 井伊谷拓真 丸屋徹
【２段】金指英男 高谷光之輔 沼野あゆ美 伊藤京子 伊藤眞一 稲葉晃志 浦元幸代
岡野靖彦 吉野勝士 佐藤史子 桜井武夫 山田純子 秋山雅美 松村けい子
常盤美恵子 杉山梨奈 川越桂子 泉山久子 大岡靖弘 池ヶ谷登喜雄 渡辺知里
藤原久仁一 平井俊之助 芳村友絵 茂野文誉 野田久江 矢内清子 蛯谷繁雄
塩川洋子 佐野博 青木郁雄 野木森孝充 酒井新二 袖子田謹三 石川久雄
佐野浩司 乾力 鈴木章生 杉村甫 小森良廣 松本伊久美 清孝行 秋山末雄
西澤恵祐 平松謙吾 吉野節子 松本芳寿 清水亜紀美 小田嶋俊平 高井大輔
安本則智 岩本典子 井口仁史 河田智恵 宮下康太 村松朋香 堀田靖弘 田中智彦
山村裕介 髙橋麻衣 太向香澄 坂下都子 長尾景介 永野三千代 柴田健 齋藤真吾
伴和樹 犬塚勇稀 伊藤潤 佐藤成生 古谷昭夫 浅井蓮 藤田義之 小池智大
寺島悠平 杉山安斗夢 武田暁彦 石岡斉 高塚雅大 石川敏也 深沢大陽 大平透子
平林大青 稲木晨悟 川上尚也 門阪彩愛奈 駒瀬ゆめ 宮崎滋人 大橋優基
佐藤富子 小長井千恵子石川猶章 森久義 美友貴 髙栁伸哉 野方遥伽 西村星哉
岡田聖世 手塚元彌 奇真 印宮幸志 村松俊和 田中友浩
【初段】朝倉猛 荒井奈美 伊藤徹 稲垣理 今福節子 上原久司 内山直英 大高優基

大場麻実 大橋進

長田和雄 片岡真里子 加藤仁章 北詰朋子 黒田好英 小池潤哉

小林忠 坂本万理子 桜井和江 薩川将輝 佐藤祐子 杉山衣梨子 杉山直子
鈴木麻友美 鈴木寿枝 鈴木秀幸 鈴木泰夫 鈴木利幸 瀬山悦子 瀬山浩美
高橋竜平 竹内道恵 竹本紀子 田島三三 立花絢 富田小百合 新村圭市 西尾公一
西澤治奈 西山敦子 野崎勝彦 花村真弓 伴敏明 畔柳亮太 平野健次 藤中敬久
藤原幹子 北條昌弘 前田直代 松井好博 松本愛 松本修次 松本浩志 松森幸司
水口和美 望月博樹 薮崎一城 山下重彦 山本庄吾 吉田義博 吉野実 渡辺翼
安田出雲彦 安本聡 野島昭美 伊東嘉信 伊藤雅子 伊藤信貴 井邑太歌子 一杉直
稲葉美歩 永野由紀 遠山享子 岡田富子 岡本千明 下川かおり 加藤光輝
加藤光子 加藤静行 河村英一 河内啓恭 河邊孝彦 賀茂信雄 笠原恵子
梶井ふさ子 岩田久美 岩田龍馬 起里美 吉垣幸和 吉田秀敏 吉野香里 宮城洋子
宮木佐和子 宮澤良子 金原淳子 櫛田由貴 熊谷絵里 見城範彦 元恵子 望月孝雄
原田香奈子 袴田典美 袴田典美 後藤よし江 紅林ちよ子 高橋孝二 高橋秀幸
高瀬あや子 高倉由美子 高村直己 高塚和子 高田雅光 高木清美 黒下繁
黒柳定一 今井秀美 今泉昌士 今田美智代 佐藤雅之 佐藤奈未 佐藤明子
佐野智恵美 佐野和代 斎藤暁 坂部共央 坂本貞俊 桜井晴一郎 薩川茂司
三森真知子 三田信一郎 三輪征史 山下武晴 山口真吾 山口真友美 山口正司
山田吉彦 山田真 山田直才

山田和仁 山本百好 市川勝人 志村れい子 志村栄子

志村純子 児玉吉彦 寺田奈緒実 寺尾珠美 時田諭 式由香里 柴璐 酒井愛
酒井光雄 秋山雅彦 秋山真穂 勝美枝 小原春美 小山さとみ 小杉芳 小川真実子
小池光雄 小池正子 小池力 小野奈央恵 松井右近 松下知明 松下通子 松村直子
松登隆 松島美津枝 松本めぐみ 松本幸香 松本直子 上田芳子 上野志鶴江
森山邦男 森島潤 森茂晃 深沢裕子 深澤ゆかり 神村佳子 神谷守彦 水野信
杉山久明 杉山宏 杉山淳哉 杉山陽子 杉山和枝 清水進 西川高志 西沢真知子
西田王子 斉藤孝 斉藤文子 斉藤皖士 石橋静子 石原紀子 石黒光紀 石川尊章
先原満 千田恵美子 川久保正行 川口明美 川崎智子 川崎美鈴 浅見裕貞
浅田広志 前田陽代 倉沢四郎 早川直利 早川理沙 増田浩 村越光弘 村山孝弘 村
上冬樹 村田麻理子 太田敦夫 大橋陽子 大沼利江子 大場久実 大場健次
大森由起子 大石一代 大石好子 大池源之 大矢根光晴 滝下裕子 滝下鈴代
沢口友昭 沢根さやか 濁沢次美 池ヶ谷久美子 池谷千夏子 池田きよ子 池田啓子
池田正子 池田智光 竹内円 竹本澄生 中安登喜子 中島かおり 中島正樹
中野茂義 長倉英雄 辻岡正和 坪岡真紀 田代和稔 田中源一郎 田中康文
田山順子 田辺儀光 田辺靖貴 渡瀬なみゑ 渡辺一弘 渡辺真弓 土屋好彦
藤下絹子 藤巻歩 藤見真至 藤原尚乃 藤沢みゆき 藤島愛 藤本タカ子 藤本博昭
洞口俊之 徳井里恵 徳増久子 栃本幸子 内山陽子 二葉浩一 梅垣園子 梅津妙子
白神浩二 板垣孝尚 尾本順一 富永としえ 富田真幸 福嶋茂 福田法子 福島友紀
片桐高志 片桐友美 片平秀和 望月康夫 望月淳子 望月進 望月正隼 望月拓雄
北川和義 堀井武久 木下貴史 木下章子 木村郁夫 木村君枝 木村有美子
野中秀明 野島政大 矢部千代子 柳原登志 薮崎昌広 薮崎武治 薮崎文夫 薮崎洋
李宝杰 李祺 林悟 鈴木綾乃 鈴木喜博 鈴木久仁厚 鈴木敬子 鈴木健太 鈴木光広
鈴木時彦 鈴木秀和 鈴木成幸 鈴木政彰 鈴木政章 鈴木正明 鈴木徹哉 鈴木能子

鈴木博子 鈴木友希 和田定夫 和田有加 藁沢稔 數野絹江 濱口直子 藪崎彩
鈴木実 西村つむぎ 太田雅 牧野由貴 水谷雄城 大石のり子 鈴木寿季 小林真由
美 遠藤武毅 須山恵里 薮崎洋平 尾高利夫 川合修平 大庭正裕 大須賀勝
中嶋英明 松本恒彦 石川政道 西島謙悟 稲葉晃 内海誠二 大場正昭 大岡宏治
加藤幸司 遠藤克城 遠藤和義 飯田英幸 高橋成徳 川合和雄 西尾繁昭 宮本伸利
梅田善行 山崎勝久 萩原康秀 佐藤良二 川尻雄介 室内利治 田野 梶本恭平
寺田智子 池田晴香 大高匠 村石奈海 鈴木覚 戸塚彩 柿崎博子 吉野泰弘
疋田竜望 塩崎千恵子 柴田美規男 古富士夫 渡辺詩帆未 門奈佳苗 浅川恵美
今福治貴 瀧本勇喜 高橋くに子 岡田雅之 桂山尚樹 伊藤まどか 橘田真澄
寺田勝 高橋延良 坪井きよ子 松﨑真理子 近藤恭子 馬塚裕子 渡辺真由
山本香織 久米猛寛 宮本昂 鈴木俊 鈴木利幸 山本光太郎 新村祥太 伊藤誠
佐野涼太 岡田貴之 英田恭司 坂田雅子 松﨑太佑 宇藤真也 山田光昭 鈴木悠哉
中塩侑馬 佐野貴幸 石川岳 車一宏 木内亮 平野志帆 中橋理紗 宮崎絵里子
宮地徹 泉隆将 望月辰哉 杉山勇気 澤口翔一 渡辺浩介 村田由貴 藤田有里
岡孝司 石垣敏夫 渡邊敦弐 青木朋子 桜井喜代 野村宗弘 河原崎健吾 楠野健吾
渡部聡 廣瀬詩歩美 篠原美咲 荻田裕介 松本将宏 杉本崇幸 杉村絵理 岩附和昌
辻村茂美 薮﨑友太 山本和彦 池田詩桜里 細川友也 宮崎愛亜 石津亜衣里
鈴木美紀 杉原千春 白井雅晃 和久田純平 宮崎翔淑 美知歩 山田珠梨 二岡志帆
村松澪 外岡健司 小林達男 市川早紀 武田裕美子 佐藤由貴 森島大真 清水梨花
西山飛鳥 森下実樹 北村美穂子 猪鹿月南緒 伊藤涼真 野澤亮太 勝又義也
大江新之介 青田義朗 宇野竜平 井上恭輔 浅岡康志 荒浪直輝 永江信子
中村安男 鈴木克英 村松里菜 吉野友規 望月綾香 片山莉帆 新村佳穂 犬塚健也
益田育実 山本結月 内藤ひかる 生野数貴 河村泰地 島田宗太 尾崎圭祐 櫻内遼
田原比佐志 安永政弘 中村輝夫 今田拓矢 牧野圭純 綾香美佐 美諒哉 石黒朝陽
川端辰実 黄暁君 吉林繁 杉木勤 青山昌弘 髙橋祐樹 渡邊雅昭 姚俊羽 中島渉
藪崎香 山本涼馬 柴田世菜 安藤智拓 太田瑞季 太田舞花 鈴木啓恵 大島有香
伊東真弓 大塚利江 屋代健太 松下蓮弥 高橋拓也 高橋俊行 金子允美
杉山ゆり子 須山広治 鈴木和将 杉本雅紀 吉山岬希 内藤ちはる 倉橋利弥
山口享也 市川日華 岡野弥咲樹 中島夢唯 松浦鈴 服部拓矢 植松正臣 鈴木博江
宅見正浩 山田宗慶 長尾正治 山下菜々美 太田竜也 榑松健 高木あかね
大高圭人 松浦歩夢 今村浩太 吉田修平 山本光信 岸田明理 大須賀匠
小山まぐま 山添豊 中村幸誠 大石満輔 鈴木大樹 伊東心優 今泉静 望月美希
高田里耶 河合優駿 大久保陽広 高山修平 杉本祐貴

