
A級 長澤　 侑季 前橋女子高 田島　 未沙 群馬大附属中 船引　 智未 群馬大附属小B級 中野　 文仁 群馬大附属中 高橋　 美里 前橋女子高 齋藤　 暢胤 前橋高C級 塚本　 泰代 前橋女子高 新井和佳奈 群馬大附属小 石井　 幸奈 前橋女子高D級 粂原三奈代 安中第一中 藤澤　 勇樹 東京・聖徳学園小 西島　 大輔 前橋粕川中E級 反町　 琴美 高崎塚沢小 遠藤　 弘貴 前橋粕川中 横山　 広樹 前橋芳賀小中高年の部 松浦　 恵子 前橋かるた会 加藤美智子 新田かるた会 杉澤　 秀子 前橋かるた会A級 竹吉　 愛子 前橋かるた会 船引　 智未 群馬大附属小 杉森由美子 前橋かるた会B級 小鮒　 雄大 群馬大附属中 新井和佳奈 群馬大附属小 森泉　 芽衣 高崎女子高C級 新井　 結香 高崎女子高 長澤　 一生 群馬大附属中 反町　 琴美 高崎塚沢小鹿田　 廣子 前橋宮城小上原　 汐梨 藤岡小野小E級 竹之内玲泉 群馬大附属小 豊田　　夢 群馬大附属小 渡邉　 弘毅 高崎城東小中高年の部 加藤美智子 新田かるた会 岩田美智子 前橋かるた会 松浦　恵子 前橋かるた会A級 石川　 華穂 前橋東高 船引　 智未 群馬大附属中 江澤 　一真 前橋高B級 高橋　　拓 群馬大附属小 真鍋　達郎 前橋高 大竹由希子 白鴎大足利高C級 鹿田　廣子 前橋宮城小 山口　範子 高崎かるた会 秋野　智美 前橋女子高D級 竹之内玲泉 群馬大附属小 中山　政夫 足利百人一首の会 豊田　夢 群馬大学附属小E級 豊田　翼 前橋元総社小 中山　蒼葉 足利さくら幼稚園 小倉　藍 前橋大胡幼稚園中高年の部 茂木美恵子 新田かるた会 岩田美智子 前橋かるた会 山川　節江 新田かるた会船引　 智未 群馬大附属中石川　華穂 前橋東高B級 藤口　旭美 前橋女子高 猪瀬芙美子 高崎女子高 佐藤　史織 高崎女子高竹吉　　鈴 前橋芳賀小飯野　詩歩 藤岡小野中D級 小倉　香澄 前橋桂萱小 萩原　綾果 藤岡小野小 高橋　直哉 沼田西中角田　真優 前橋芳賀小塚原　史夏 佐野日大中中高年の部 関根　和枝 新田かるた会 平岩　雅子 前橋かるた会 須永　正子 新田かるた会第27回平成23年 渡邉　千尋 高崎大類中高橋　　拓 群馬大学附属中小倉　香澄 前橋桂萱小馬島　涼子 前橋女子高C級 中里　京子 高崎かるた会 齋藤　里音 太田世良田小 峰岸　綾佳 前橋六中田中　二尋 前橋芳賀小坂元　祐佳 前橋南橘中E級 宮内　初華 藤岡小野小 中里　優花 藤岡小野小 藤井　絢音 太田綿打小中高年の部 石塚美恵子 新田かるた会 加藤美智子 新田かるた会 関根　和枝 新田かるた会

殊勲賞

市川　実紀 高崎城南小尾身有里佳 渋川小野上中
D級 池田美代子 高崎かるた会 桑原　かすみ 高崎商業高
A級
E級 田中有希江

澄川　真依 千葉成田高B級 竹吉　　鈴 前橋芳賀小
前橋月田小 江澤　一真 前橋高小林　咲月 中央中等前橋かるた会 星野　亮馬 前橋かるた会中止

第23回平成19年 優勝 準優勝 第三位
第24回平成20年 D級 高橋　　拓 群馬大附属小 永松　 啓輔 足利百人一首の会
第25回平成21年
第26回平成22年
第28回平成24年

A級 竹吉　愛子 前橋かるた会C級 星野　紘輝



高橋　義典 日本大学高橋　　拓 群馬大学附属中鹿田　廣子 中央中等中渡邉　美咲 宇都宮石橋中秋山　紗佑里 高崎女子高河田　玲央奈 高崎北高小倉　藍 前橋桂萱東小酒井　玲菜 渋川女子高谷本　綾華 渋川女子高小林　祥 前橋高青木　里加 東京農大二高E級 天野　碧 前橋大胡小 宮川　陽菜 前橋城東小 植山　優那 太田世良田小中高年の部 石塚美恵子 新田かるた会 須永　正子 新田かるた会 関根　和枝 新田かるた会中川　真知 前橋女子高鹿田　廣子 中央中等中中村　健太 埼玉不動岡高小倉　藍 前橋かるた会渡邊　美幸 健大高崎高吉田　優奈 高崎長野郷中大場　美優希 高崎大類中猿谷　友里 高崎女子高水野　愛弓 前橋朝倉小新井　百海 四つ葉学園高安齋　彩香 嬬恋高 石島　悠加 足利山辺小牛久保　尚平 前橋岩神小中高年の部 石北　けい子 前橋かるた会 関根　和枝 新田かるた会 石塚　美恵子 新田かるた会竹吉　鈴 前橋芳賀中高瀬　幸恵 高崎かるた会福山　光行 東京農大二高芝原　志織 高崎女子高池田　琳 藤岡小野中飯塚　蓮 前橋東小高野　大毅 前橋高C級 大友　一輝 前橋高 蒲原　千春 東京農大二高 福山　結喜 高崎中居小菊池　真央 前橋荒牧小高橋　夏帆 埼玉戸塚西小木村　萌季 中央中等中E級 入船　美織 前橋石井小 栗原　結 太田生品小 大畑　瑞葵 前橋天川小中高年の部 石北　けい子 前橋かるた会 石塚　美恵子 新田かるた会 平岩　雅子 前橋かるた会
藤岡小野小A級 田鍋　未樹 東京農大二高 須藤　麻莉 前橋育英高B級 吉田　由里子 高崎かるた会 高橋　美久海老沼　知佳 前橋育英高 福山　朝野 高崎かるた会D級

牛久保悠人 前橋岩神小E級D級 川崎　千晶 大泉学園中 水野　雄介C級 齋藤　玄志 太田世良田小
前橋朝倉小中村　ののか 藤岡小野小 吉田　由里子 高崎かるた会

田中　晃太 渋川北橘中C級D級
A級 横島　浩太 東京農大二高 田中　晃太 渋川北橘中 今井　莉子

井上　郁
健大高崎高

竹吉　　鈴 前橋芳賀小B級 中里　京子 高崎かるた会 清水　美沙 前橋女子高
殊勲賞

東京農大二高 森田　美乃莉 渋川女子高
優勝 準優勝 第三位

第30回平成26年

第31回平成27年

第29回平成25年
A級 渡邉　千尋 東京農大二高

細谷　恵美子 高崎かるた会
B級 木村　あかね 渋川女子高

杉本　奈々美 中央中等中



吉田　優奈 高崎女子高市川　実紀 高崎女子高齋藤　里音 太田尾島中谷　聡太 開成高林　愛友 健大高崎高吉井　光里 東京農大二高吉田　真優 高崎六郷小中島　由貴 東京農大二高雨宮　彩花 埼玉久喜中橋本　紗与 埼玉嵐山中小渕　彩香 渋川女子高吉田　奈々子 足利百人一首の会満木　唯 太田太田小E級 石村有梨佳 深谷東小 沼倉　和来 安積第三小 高橋　麻衣 藤岡小野小中高年の部 石北　けい子 前橋かるた会 高橋　良子 新田かるた会 平岩　雅子 前橋かるた会大場　美優希 健大高崎高佐々木隆太 南多摩かるた会河口　凛 深谷上紫東小富澤　千夏 東京農大二高入船　美織 前橋石井小大谷　紗輝 市立太田高谷　香織 大宮さくら会三川　ゆうり 中央中等中浅井　涼子 東京白妙会高橋　玲菜 渋川女子高堺　青葉 東京白妙会林　美鈴 渋川女子高小野　萌子 前橋桂萱中E級 岩崎　友菜 桐生川内小 堀江　来未 桐生川内小 大久保　友貴 桐生川内小中高年の部 石北　けい子 前橋かるた会 平岩　雅子 前橋かるた会 加藤　美智子 新田かるた会
B級 森　はるか 東京白妙会 吉田　美保 健大高崎高C級 多賀谷　優剛 関西学院大 岡田　真美 小山高小林　千紘 東京白妙会 新谷　映子 前橋かるた会D級
A級 田中　晃太 前橋育英高 野村　創 新田かるた会
C級 磯崎　奈津美 埼玉戸田第二小 菊池　真央 前橋荒牧小D級 古郡　駿 四つ葉学園中 石田　響冴 前橋桃木小

前橋育英高 鹿田　 廣子 中央中等B級 直田　和紗 南多摩かるた会 山口　春菜 東京農大二高第32回平成28年

第33回平成29年

A級 田中　晃太 優勝 準優勝 第三位 殊勲賞


