
（受験番号順）

◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段

岡田　大空 水風会　本部 河野　圭吾 水風会　本部 中森　亮吾 水風会　本部

畑　美里 水風会　江南支部 今井　飛翔 水風会　江南支部 岡田　諒 水風会　江南支部

鵜飼　直哉 水風会　江南支部 林　蒼真 水風会　江南支部 堀内　拓人 水風会　江南支部

髙見　清花 岐南道場支部 歌田　桃香 岐南道場支部 加藤　真唯 岐東支部

山本　直 水風会　本部 神谷　敦貴 水風会　本部 村瀬　寛起 水風会　本部

大野　公輔 水風会　本部 江口　兼生 水風会　本部 山口　竜弥 水風会　本部

松山　稜玖 水風会　本部 梅田　雄宇 水風会　本部 千田　健人 水風会　本部

千田　一樹 水風会　本部 西田　太一 名空会　岐阜支部 野原　由紀乃 名空会　池田支部

山口　昌 一宮葉栗支部 奥田　純平 岩倉支部 杉本　稜晟 岩倉支部

濱井　奎輔 岩倉支部 藤井　姫良里 岩倉支部 墨　明日雅 岩倉支部

庄司　彩純 岩倉支部 小豆澤　敬吾 岩倉支部 山川　結音 岐刑則松支部

増田　尚大 岐刑則松支部 早川　友樹 岐刑則松支部 吉田　英志郎 岐刑則松支部

宮川　詩央 岐刑支部 加藤　綺羅 岐刑支部 新田　航大 岐刑支部

中山　雄斗 岐刑支部 佐溝　啓太 羽島支部 岩屋　伶 羽島支部

富田　渉晟 羽島支部 奥村　諒太郎 高山支部 大倉　怜志 名空会　岐阜支部

小林　蒼空 津支部 若林　颯真 津支部 奥野　瑛子 津支部

杉野　乃輝 津支部 岸　由宇太 津支部 逢坂　昇 津支部

森川　湧灯 中島支部 宇井　なづな 中島支部 房野　舜樹 本巣支部

須田　翔太 美濃支部 篠田　旺佑 美濃支部 水野　僚太 北方支部

永尾　涼真 尾西支部 曽我　篤志 尾西支部 入佐　将大 尾西支部

佐藤　廉 尾西支部 山本　和季 空童各務原支部 清水　健人 空童各務原支部

梶浦　大夢 進和会　木曽川支部 五藤　凌 進和会　木曽川支部 五藤　那留 進和会　木曽川支部

渡邊　宗一郎 進和会　木曽川支部 福田　陸稀 不破支部 石井　駿希 不破支部

井上　隼輔 丸杉支部 梶野　未侑 水風会　本部 石原　大空 中津川支部

石原　永遠 中津川支部 遠藤　健司 津支部 田中　唯月 水風会　本部

澤田　汐里 水風会　本部 寺本　匠汰 不破支部 加藤　朋晃 中津川支部

加藤　真朋 中津川支部 山本　梓 中津川支部 黒石　蓮 中津川支部

堀　樹生 中津川支部 池田　宗一郎 岐東支部



（受験番号順）

◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段

服部　昌也 水風会　石黒道場 後藤　綾音 水風会　石黒道場 柴田　康平 水風会　石黒道場

安達　大悟 水風会　愛西支部 原　由季乃 尾西支部 神　康太 岩倉支部

山川　真人 岩倉支部 杉本　一眞 岩倉支部 所　治樹 本巣支部

塚原　茉友 本巣支部 岡本　七季 岩倉支部 齋藤　海雪 岩倉支部

川合　巴菜 岩倉支部 藤井　結茄 岩倉支部 若尾　信幸 空童各務原支部

奥村　恭大 稲羽支部 有田　響 稲羽支部 佐藤　大明 不破支部

森下　寛幸 尾西支部 小笠原　辰弥 尾西支部 大橋　太河 進和会　木曽川支部

後藤　響 進和会　木曽川支部 武藤　柚奈 郡上支部 谷　漸 津支部

市川　拓弥 津支部 山口　真輝 津支部 奥田　航生 津支部

井出　聖也 マイカル桑名支部 森　海翔 名空会　池田支部

◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段

吉田　朋代 空童各務原支部 藪谷　咲奈 岐阜大学　空手道部 佐藤　里美 尾西支部

松井　誠子 空童各務原支部 棚橋　侑生 岐阜大学　空手道部 加納　健一郎 名空会　池田支部

石原　康史 中津川支部 向本　浩司 神岡道場支部 深山　雅也 神岡道場支部

小野　聡 北方支部 岩井　誉志樹 名空会　池田支部

◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段

坊谷　寿美 一宮支部 勝野　潤 名空会　池田支部 森　隆志 名空会　池田支部

岩久　正成 中津川支部 福田　裕司 岐刑支部 横井　勝広 進和会　木曽川支部

◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段

藤野　美貴 岐阜支部 関戸　真紀 津支部 桂川　明代 中津川支部

富田　圭介 北方支部 別所　義啓 津支部


