
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

神村　光二 水風会　石黒道場 高田　一輝 水風会　石黒道場 吉田　光輝 水風会　本部

森﨑　優翔 水風会　本部 櫻井　那菜 水風会　石黒道場 乾　真拓 水風会　石黒道場

梅原　大地 水風会　本部 神田　翼 水風会　本部 西口　宏太 水風会　本部

森　一真 水風会　本部 小澤　翔太 水風会　本部 森﨑　相羅 水風会　本部

竹山　真白 水風会　本部 平野　春菜 水風会　愛西支部 中上　綾乃 水風会　愛西支部

中村　太一 水風会　江南支部 佐藤　成弥 水風会　江南支部 山下　更 水風会　石黒道場

村上　翔希 水風会　石黒道場 石黒　亜衣 水風会　石黒道場 林　啓太 水風会　本部

髙橋　優斗 水風会　本部 地田　爽真 水風会　本部 間宮　滉大 水風会　石黒道場

伊藤　広起 水風会　石黒道場 林田　冴祐 水風会　石黒道場 西田　侑玉 水風会　石黒道場

吉﨑　七海 水風会　本部 櫻井　翔太朗 水風会　石黒道場 吉島　晴希 水風会　愛西支部

石原　健 水風会　愛西支部 木村　公栄 尾西支部 山下　和也 名空会　豊田支部

堀田　和 名空会　豊田支部 洞口　かな子 高山支部 吉田　佳央 本巣支部

菅原　啓介 空童各務原支部 森松　佑吏 尾西支部 福井　颯真 尾西支部

川井　敢太 津支部 西山　大登 津支部 脇野　颯斗 津支部

西川　暁登 津支部 日置　裕貴 津支部 大谷　雄太 津支部

髙橋　優斗 マイカル桑名支部 松田　麻椰 津支部 森本　優里 中津川支部

下林　瑛太 中津川支部 波多野　皓丈 岐刑支部 田中　真響 一宮大和支部

神徳　賢吾 一宮大和支部 林　滉大 美濃支部 宮西　颯汰 美濃支部

平松　優一 岩倉支部 花森　愛 岩倉支部 金子　光 郡上支部

松葉　瑛士 名空会　池田支部 坪井　春葵 名空会　池田支部 大音　遼平 名空会　岐阜支部

清水　裕斗 名空会　岐阜支部 荻田　万丈 名空会　岐阜支部 目加田　朋輝 美濃支部

小酒井　登也 羽島支部 河野　天佑 本巣支部 塚原　滉翔 本巣支部

川合　結子 進和会　葛谷道場 五藤　佑太 進和会　木曽川支部 鈴木　大翔 進和会　木曽川支部

加藤　拓海 進和会　木曽川支部 大西　瑠佳 空童各務原支部 松井　稔明 空童各務原支部

古田　歓多 神岡道場支部 清水　咲綺 神岡道場支部 長屋　幸汰 北方支部

小野　佑世 北方支部 山田　真琴 稲羽支部 有田　弦 稲羽支部

佐藤　允彦 岐阜支部 水谷　亮太 岐阜支部 平野　純己 愛空塾　四日市南支部

吹原　佳樹 丸杉支部 森崎　遥香 進和会　葛谷道場 辻村　隆制 進和会　葛谷道場

審査会　：　和道会東海本部　岐阜会場

和 道 会 段 位 　合 格 者

大垣市武道館平成２６年１１月２日（日）

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



（受験番号順）

松浦　加奈 名空会　豊田支部 松井　友里 名空会　豊田支部 山本　雄大 名空会　豊田支部

加藤　聖也 名空会　豊田支部 松浦　司 名空会　豊田支部 近藤　慧依 拳誠會

富田　渉晟 羽島支部 阿部　梨乃 羽島支部 寺本　匠汰 不破支部

市川　花怜 津支部 藤沢　颯大 津支部 奥村　空奈 稲羽支部

小野　真由 津支部 磯貝　悠介 錬成館　岐阜支部 河田　純大 岐刑支部

西脇　眞綾 岐刑支部 宮川　千璃 岐刑支部 後藤　志希 進和会　木曽川支部

後藤　理貴 進和会　木曽川支部 曽我　篤志 尾西支部 小室　輝 水風会　石黒道場

西村　透真 水風会　石黒道場 葛谷　太陽 進和会　葛谷道場

　　　　　　　　     （受験番号順）

伊藤　由貴 一宮支部 鈴木　章浩 進和会　木曽川支部 下林　聡 中津川支部

伊地知　政信 一宮大和支部 榊原　弘泰 中津川支部 J.L.C.KUMARA 岩倉支部

石井　健司 一宮大和支部 篠田　訓 美濃支部 伊藤　絵美子 本巣支部

深尾　晴美 水風会　石黒道場

　　　　　　　　 （受験番号順）

丸井　大地 一宮葉栗支部 西野　義人 津支部 ﾓﾝﾀﾙﾎﾞ　ﾎｾ　ﾐｹﾞﾙ 水風会　本部

河村　泰浩 水風会　石黒道場

　　　　　　　　 （受験番号順）

石引　鉄哉 進和会　木曽川支部 山下　正路 水風会　石黒道場 三岳　芳郎 一宮支部

川上　莉奈 名空会　豊田支部 田中　千瑛 岐刑則松支部

初　　段初　　段初　　段初　　段

二　　段二　　段二　　段二　　段

三　　段三　　段三　　段三　　段

年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段


