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

大澤　宗一郎 水風会　江南支部 兒玉　凪海 水風会　江南支部 本田　凌太 水風会　江南支部

古田　凌将 水風会　江南支部 土田　馨 水風会　江南支部 岡地　渉夢 水風会　江南支部

斉木　竜志 水風会　江南支部 菊池　英心 津支部 樋口　昻太 津支部

玉井　碧 津支部 小野　愛斗 津支部 舟田　理々花 津支部

石戸　悠翔 津支部 奥田　健斗 津支部 佐溝　悠介 羽島支部

松原　智子 羽島支部 山縣　玲生 空童各務原支部 青木　唱 古川支部

舩坂　哲平 古川支部 三輪　鈴華 岩倉支部 大島　心海 岩倉支部

大島　七海 岩倉支部 藤田　涼雅 岩倉支部 大杉　悠河 水風会　石黒道場

棚橋　快 水風会　石黒道場 後藤　徳樹 水風会　石黒道場 西垣　舟馬 水風会　石黒道場

吉田　陽飛 水風会　石黒道場 中川　航成 水風会　石黒道場 土方　琴未 水風会　石黒道場

髙橋　莉央 水風会　石黒道場 桑原　眞周 水風会　石黒道場 森田　有優奈 水風会　本部

成瀬　美帆 水風会　本部 桑原　舞 郡上支部 貴志　尚央 郡上支部

小野江　萌衣 郡上支部 國田　優斗 郡上支部 上野　弦哉 古川支部

加藤　巧真 空童各務原支部 竹田　龍世 空童各務原支部 片田　留実名 中津川支部

川上　巧真 神岡道場支部 河原田　歩磨 岐刑支部 新田　翔大 岐刑支部

高木　康汰 岐刑支部 松井　元希 岐刑支部 山口　剛史 一宮葉栗支部

伊藤　将宏 一宮支部 柴山　竜樹 一宮葉栗支部 長瀬　雅信 一宮葉栗支部

伊藤　翔平 一宮葉栗支部 本田　智也 一宮葉栗支部 今尾　芽以 岐東支部

清水　玲奈 岐東支部 古田　楓果 岐東支部 熊田　恵莉香 岐東支部

河合　成信 中島支部 山川　朱梨亜 岐刑則松支部 野々村　一輝 岐刑則松支部

榎並　優介 岐刑則松支部 岩田　響 進和会　葛谷道場 小椋　万里菜 尾西支部

福井　栞奈 尾西支部 安江　瞬稀 陽南支部 尾藤　冴飛 丸杉支部

生駒　侑暉 岐阜支部 生駒　真実 岐阜支部 鶴野　永悟 北方支部

服部　人志 北方支部 岩田　庄剛 北方支部 小野　凌世 北方支部

長屋　天友 北方支部 廣　天生 美濃支部 河合　響 美濃支部

河合　椿姫 美濃支部 後藤　陽南 美濃支部 渡部　圭太 美濃支部

平田　宙 北方支部 梶浦　梨華恋 進和会　木曽川支部 山田　光太朗 進和会　木曽川支部

大塚　慶 進和会　木曽川支部 五藤　良太 進和会　木曽川支部 清水　健吾 水風会　本部

中川　崚 名空会　岐阜支部 稲垣　啓斗 水風会　本部 野呂　亮斗 水風会　本部

石原　朋樹 水風会　本部 川村　拓夢 水風会　本部 鈴木　暖乃 水風会　本部



平川　宙 水風会　本部 林　優維 水風会　本部 宮島　彩介 水風会　本部

澤田　香凜 稲羽支部 若田　燎 水風会　本部 伊藤　申峻 水風会　本部

柴田　将成 水風会　本部 駒田　健人 水風会　本部 伊藤　南々葉 水風会　愛西支部

鈴木　孝奇 水風会　愛西支部 上家　大季 水風会　愛西支部 山本　一樹 水風会　本部

岡屋　知希 水風会　本部 野村　瞬矢 水風会　本部 田中　大星 水風会　本部

森川　実華韻 中島支部 福岡　由那 進和会　葛谷道場

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

杉浦　陸斗 尾西支部 永楽　はな 津支部 和田　空也 津支部

岩城　沙耶 津支部 梶川　胡桃 津支部 伊藤　寛斗 士空会　四日市支部

小島　康作 一宮葉栗支部 酒井　愛斗 一宮葉栗支部 熊崎　愛唯 一宮葉栗支部

小島　杏介 一宮葉栗支部 野々村　結実 岩倉支部 中村　百花 岐刑支部

赤岡　万緒 岐刑支部 水谷　健人 岐阜支部 辻　佳祐 岐阜支部

上垣内　秀頼 水風会　愛西支部 上垣内　愛 水風会　愛西支部 鵜飼　和哉 水風会　本部

佐野　里華 北方支部

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

後藤　康秀 空童各務原支部 中東　康政 岐阜大学　空手道部 大馬渡　慶太 空童各務原支部

大西　耕二 空童各務原支部 栢之間　直樹 稲羽支部 齋藤　幸彦 水風会　愛西支部

曽我　直樹 中津川支部 小椋　あかね 尾西支部 加藤　美樹 津支部

金森　愛子 岐阜支部

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

杉戸　建太 津支部 森井　政幸 空童各務原支部 沢井　修 一宮葉栗支部

岩田　隆二 空童各務原支部 大橋　君恵 空童各務原支部 谷村　美幸 本巣支部

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

早川　洋平 稲羽支部 山田　昌宏 美濃支部 大平　光生 水風会　本部

小島　知之 一宮葉栗支部 瀧　広治 水風会　石黒道場 川村　敏彦 不破支部

大塚　薫 一宮葉栗支部 古川　維美 岐阜支部


