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

岩脇　朱梨 津支部 児玉　暁駿 羽島支部 神田　恵佑 羽島支部

平田　優羽 中島支部 高井　花菜 岐刑則松支部 和田　凜太朗 岩倉支部

石黒　理仁 岩倉支部 長戸　彩喜 岩倉支部 長戸　友紀 岩倉支部

片桐　将太 名空会　岐阜支部 坂　智文 名空会　岐阜支部 岩井　志摩 名空会　岐阜支部

野田　泰成 名空会　岐阜支部 宮嶋　陸 名空会　岐阜支部 金森　智哉 名空会　岐阜支部

古川　華衣 名空会　岐阜支部 古川　里彩 名空会　岐阜支部 伊藤　千夏 水風会　本部

服部　怜奈 水風会　本部 伊藤　寛太 水風会　本部 西田　怜司 水風会　石黒道場

酒井　雄大 水風会　本部 川合　隆世 水風会　石黒道場 逢坂　駿 水風会　石黒道場

吉村　凪央 水風会　本部 鈴木　那和 水風会　本部 青垣　雅音 空童各務原支部

下西　拓実 高山支部 中林　弘夢 高山支部 黒木　玲名 高山支部

熊﨑　峻祐 高山支部 東田　丈一郎 高山支部 多田　詞音 美濃支部

島田　芽依那 美濃支部 堀　佑碧 美濃支部 山田　万桜 美濃支部

兼子　雄暉 津支部 坂本　築軌 津支部 田中　洸志 津支部

若林　碧士 津支部 小嶋　眞心 津支部 山中　克起 津支部

山中　優希杜 津支部 古川　蓮 神岡道場支部 栗原　飛河 空童各務原支部

榊原　裕也 空童各務原支部 尾関　帆乃佳 空童各務原支部 山田　浩太郎 空童各務原支部

伊藤　光 空童各務原支部 内山　達貴 空童各務原支部 堀　裕輝 空童各務原支部

後藤　萌亜 空童各務原支部 畑佐　准亜 郡上支部 寺脇　菜未 郡上支部

松原　渉 錬成館 中出　拓海 錬成館 近藤　徳仁 錬成館

山田　蒼 錬成館 西尾　優花 錬成館 今井　杏奈 錬成館

山田　凌大 育英館武道場 加藤　久拳 育英館武道場 金野　志生 津支部

稲葉　大地 津支部 市川　洸太 津支部 岩田　峻弥 北方支部

久世　大樹 北方支部 長屋　匠真 北方支部 大熊　健生 北方支部

山下　桃和 水風会　本部 三尾　龍之介 中津川支部 長谷川　哲郎 中津川支部

伊藤　春風 本巣支部 古田　駿介 一宮葉栗支部 久保原　萌 進和会　木曽川支部

久保原　悠太 進和会　木曽川支部 小椋　燿 尾西支部 青木　音 古川支部

佐藤　日南 不破支部 早川　綾音 郡上支部 久田　侑依 名空会　豊田支部

加藤　天晴 名空会　豊田支部 吉田　要 名空会　豊田支部 鈴木　周平 名空会　豊田支部

花木　祥衣 錬成館 坪井　琢真 岐阜支部 寺島　幹大 水風会　愛西支部

日中　俊介 水風会　愛西支部 中野　光 水風会　愛西支部 伴野　拓海 水風会　江南支部



長谷川　礼名 水風会　江南支部 村田　ちひろ 水風会　江南支部 吉川　颯 水風会　本部

橋本　怜央 水風会　本部 鵜飼　優佳 水風会　本部 岡本　大樹 水風会　本部

奥　恋斗 水風会　本部 日比　佑樹 陽南支部

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

吉村　郁哉 中島支部 吉村　美咲 中島支部 和田　大地 津支部

杉本　大樹 津支部 光武　悠杏 津支部 光武　治哉 津支部

堀　慎ノ佑 稲羽支部 村山　晴哉 水風会　愛西支部 林　大誠 水風会　江南支部

元藤　士宗 水風会　江南支部 大窪　飛雄馬 岩倉支部 川合　芙美 岩倉支部

奥田　陵太郎 岩倉支部 山田　大道 美濃支部 岩佐　和奏 美濃支部

大沼　健司 岐阜支部 廣瀬　龍之介 本巣支部 石井　駿希 不破支部

安藤　真音 羽島支部 日比谷　颯 名空会　豊田支部 中山　真依 岐刑支部

大野　里菜子 岐刑支部 高橋　凌 岐刑支部 寺崎　智文 岐刑支部

森岡　未鈴 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）

泉　浩之 水風会　石黒道場 廣瀬　昇 北方支部 熊崎　敏一 一宮葉栗支部

後藤　千裕 水風会　本部 坂本　明利紗 水風会　愛西支部 山田　典子 羽島支部

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

丸井　富雄 一宮葉栗支部 千田　利光 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）

森岡　一男 北方支部 近藤　浩晃 水風会　愛西支部 松生　保典 一宮支部

下里　博人 名空会　池田支部 片田　綾子 中津川支部

◆◆◆◆ 一一一一 般般般般 ３３３３ 段段段段 （受験番号順）


