
◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段 （受験番号順）

田中　謙清 水風会　江南支部 倉本　環 泰誠会 河瀬　結月 泰誠会

早川　尚希 泰誠会 新美　直央 泰誠会 前田　美樹 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

原武　和琴 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 山本　雄大 名空会　豊田支部 湯浅　乃有 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

門村　雄太 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 岡村　心滉 マイカル桑名支部 藤田　捺希 津支部

岡田　梨沙 育英館武道場 小山　智子 中京会　八事道場 松岳　勇樹 中京会　八事道場

伊藤　稜将 水風会　名東支部 伊藤　佑真 士空会　四日市支部 廣田　希望 士空会　四日市支部

米澤　和真 士空会　四日市支部 野呂　耕平 士空会　四日市支部 新野　みづき 錬成館

伊藤　清里菜 錬成館 西井　菜々 錬成館 堀内　啓介 錬成館

髙橋　優介 錬成館 吉田　拓実 錬成館 中川　勇斗 知空会　安城支部

小林　世佳 知空会　安城支部 東　崇雅 愛空塾　半田支部 北浦　皓己 名空会　本部

加藤　泰稚 名空会　本部 伊藤　優祐菜 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 山田　礼菜 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

磯部　鳳吾 錬成館 戸田　柊之介 愛空塾　半田支部 髙須　千夏 知空会　横山支部

中元　廉 知空会　横山支部 伊東　椰皓 知空会　横山支部 大場　洸介 知空会　横山支部

青木　翔平 知空会　横山支部 立石　朱里 知空会　横山支部 河野　菜々美 知空会　横山支部

野田　椋平 岡崎竜城会支部 伊藤　好輝 泰誠会 小島　萌々果 育英館　碧南支部

杉岡　風來 育英館　碧南支部 杉浦　聖真 育英館　碧南支部 杉浦　且馬 育英館　碧南支部

菅野　右京 育英館　碧南支部 中間　萌衣 育英館　碧南支部 高田　翔太 知空会　豊山支部

中川　瑠凱 知空会　豊山支部 上田　遥香 知空会　豊山支部 小林　大祐 知空会　豊山支部

平野　聖人 岡崎武道場 野村　拳太郎 岡崎竜城会支部 井上　穂泉 岡崎竜城会支部

河原　光稀 東海緑陽館支部 市川　紗波 小牧支部 畠中　ほのか 小牧支部

久富木　伶 小牧支部 西尾　和真 水風会　名東支部 和氣　宏典 水風会　名東支部

白本　晴香 水風会　名東支部 芦田　栞奈 水風会　名東支部 大鐘　早紀 水風会　名東支部

菊池　ひかる 水風会　名東支部 平岩　和樹 岡崎　六名支部 福園　結衣 岡崎　六名支部

奥崎　有人 愛空塾　常滑支部 川原　涼 愛空塾　常滑支部 鈴木　乃愛 鶴友会

遠山　翼 拳誠會 加藤　大 拳誠會 平松　五暉 愛空塾　知多支部

松田　宗周 愛空塾　南陵支部 松 　紬 知空会　知立支部 近藤　伸哉 知空会　知立支部

横井　日那 知空会　知立支部 名越　紗苗 知空会　知立支部 横井　紅音 知空会　知立支部

前林　蒼衣 知空会　知立支部 永田　花織 知空会　知立支部 寺本　結衣 知空会　知立支部



◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段 （受験番号順）

瀬戸　優希 泰誠会 西垣　颯太郎 知空会　春日井支部 森本　琉雅 知空会　春日井支部

米田　涼人 知空会　横山支部 佃　友幸 愛空塾　半田支部 新保　太基 愛空塾　半田支部

杉浦　彩斗 育英館　碧南支部 鈴木　愛梨 育英館　碧南支部 杉浦　由季乃 育英館　碧南支部

杉浦　芹奈 育英館　碧南支部 戸松　寧々 岡崎竜城会　矢作支部 酒井　皓晟 津支部

西野　沙耶 津支部 内田　尚杜 津支部 北野　拓海 津支部

清水　宗一郎 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 酒井　春佳 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 内田　泰蔵 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

青木　結花 育英館武道場 野田　尚紀 知空会　豊山支部 小林　勇輝 中京会支部

大野　隼渡 中京会支部

◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段 （受験番号順）

岩田　貴志 名空会　桑名支部 森　兼紀 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 堤田　義規 名古屋南支部

堤　厳 豊田高専支部 飯島　匡登 愛空塾　半田支部 竹内　隆二 愛空塾　半田支部

澤田　祐磨 愛知大学　空手道部 佐藤　寛之 水風会　名東支部 西田　一輝 拳誠會

齋藤　智美 名空会　桑名支部 森　千咲 愛空塾　半田支部 苗　馨文 愛知大学　空手道部

佐々木　栄美子 水風会　石黒道場 西野　里加 津支部 大西　基代 中京会支部

◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段 （受験番号順）

松本　凌芽 水風会　日進支部 松本　義正 水風会　日進支部 寺澤　豊 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

水野　有幸 知空会　横山支部 石川　武士 士空会　四日市支部 遠藤　康博 水風会　名東支部

前田　千穂 津支部 橋本　紗里亜 水風会　名東支部 深谷　真由 水風会　名東支部

◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段◆  一 般 ３ 段 （受験番号順）

大森 和総 愛知大学　空手道部 小川　浩太 小牧支部 森下　忠章 水風会　名東支部

伊藤　葵 岐阜支部 田邉　真菜実 岐阜支部


