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

森　涼翔 水風会　本部 森下　紘光 水風会　本部 木村　俊介 水風会　本部

柴田　悠帆 水風会　江南支部 田中　龍之介 水風会　江南支部 牧添　史恩 水風会　江南支部

吉田　和馬 水風会　江南支部 岩田　健太郎 水風会　江南支部 髙橋　康貴 水風会　江南支部

長田　マイキ　宙 水風会　江南支部 河野　翔太 水風会　本部 小林　南々恵 水風会　本部

橋本　真邑 水風会　本部 畑田　里奈 水風会　本部 仙石　直幸 水風会　本部

松本　龍人 水風会　本部 大橋　睦 空童各務原支部 安江　広希 空童各務原支部

奥村　菜々子 空童各務原支部 上野　力哉 古川支部 坂下　拓夢 古川支部

川島　未晴 名空会　岐阜支部 西川　由馬 名空会　池田支部 大倉　早耶香 名空会　岐阜支部

水口　潤一郎 古川支部 武藤　はなの 郡上支部 畑佐　杏樹 郡上支部

野添　翔弥 稲羽支部 内田　晴菜 稲羽支部 金廣　航平 津支部

岩城　杜和 津支部 砂田　花菜 古川支部 森本　琴子 古川支部

須賀浦　璃子 津支部 佐藤　柊真 水風会　愛西支部 渡邉　莉貴 水風会　愛西支部

齋藤　晴輝 水風会　愛西支部 菱沼　陽介 水風会　愛西支部 足立　まり奈 水風会　愛西支部

野々村　美月 水風会　愛西支部 村岡　貴寿 古川支部 重山　渉 古川支部

宮嶋　夕希菜 名空会　池田支部 長尾　明日香 名空会　池田支部 村上　凜太 津支部

長谷川　舜亮 津支部 春日井　悠太 尾西支部 浅野　満昭 尾西支部

後藤　光 陽南支部 河田　純大 岐刑支部 西脇　眞綾 岐刑支部

宮川　千璃 岐刑支部 髙井　夢矢 不破支部 曽我　颯太 中津川支部

山田　樹 錬成館 新井　えいみ 錬成館 水野　晴菜 錬成館

伊藤　千莉 錬成館 髙田　悠真 丸杉支部 市川　花怜 津支部

新井　伶和 美濃支部 河合　亜呼 美濃支部 足立　実優 岐阜支部

福島　彩菜 岐阜支部 足立　倖盛 岐阜支部 出口　雄大 岐阜支部

村田　茜音 北方支部 野々垣　雄太 北方支部 後藤　志希 進和会　木曽川支部

後藤　理貴 進和会　木曽川支部 大塚　潤 進和会　木曽川支部 中川　茉子 進和会　葛谷道場

高間　亘 進和会　葛谷道場 木村　裕人 進和会　葛谷道場 石原　優 進和会　葛谷道場

松浦　司 名空会　豊田支部 加藤　聖也 名空会　豊田支部 脇本　貫太 一宮葉栗支部

今井　碧人 一宮葉栗支部 伊藤　航平 一宮葉栗支部 畑野　莉子 一宮葉栗支部

藤塚　璃子 一宮葉栗支部 坂本　樹哉 神岡道場支部 洞口　遼 神岡道場支部

纐纈　龍哉 水風会　石黒道場 朝比奈　拓真 水風会　石黒道場 鈴木　悠斗 水風会　石黒道場

橋詰　龍 水風会　石黒道場 西田　匠杜 水風会　石黒道場 髙橋　奈央 水風会　石黒道場



小室　輝 水風会　石黒道場 西村　透真 水風会　石黒道場 岩井　明日香 中津川支部

佐溝　菜月 羽島支部 松原　哲央 羽島支部 阿部　梨乃 羽島支部

對馬　晋渡 津支部 小野　真由 津支部 安西　瑠花 錬成館

松﨑　功之介 岐阜支部 藤沢　颯大 津支部

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

中村　未奈 津支部 中村　一輝 津支部 住田　憲生 錬成館

伊藤　瑠威 錬成館 近藤　昭仁 錬成館 髙橋　聖弘 錬成館

上田　紗弥 錬成館 櫻木　未音 錬成館 上滝　康太 水風会　愛西支部

市川　愛莉 津支部 落合　芽生 津支部 河野　颯大 津支部

小津　慎 津支部 坂上　観太 津支部 森下　孝太 尾西支部

廣瀬　孝浩 不破支部 永楽　大典 津支部 鈴木　涼太 名空会　豊田支部

丹羽　竜樹 稲羽支部 小島　寛登 岩倉支部 石黒　慧磨 岩倉支部

服部　滉平 水風会　江南支部 丹羽　胡実 岩倉支部 仙石　桜子 陽南支部

竹村　緋麻里 陽南支部 土方　悠矢 水風会　石黒道場 杉山　むく 水風会　石黒道場

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

藤原　旭理 水風会　石黒道場 河村　泰浩 水風会　石黒道場 加藤　夏樹 水風会　本部

渡辺　江美 水風会　本部 春日井　千恵 尾西支部 木村　陽子 尾西支部

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

西山　悦生 不破支部 山下　正路 水風会　石黒道場 伊藤　菜月 士空会　四日市支部

角田　千春 錬成館 尾関　美智代 稲羽支部 今井　由美 一宮葉栗支部

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

奥田　光則 津支部 熊谷　文雄 中津川支部


