
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

齋藤　文香 成友塾　二川支部 近藤　太地 岡崎龍城会　大樹寺支部 下村　飛雄馬 岡崎龍城会　大樹寺支部

佐々木　浩人 岡崎龍城会　大樹寺支部 長谷　明日真 岡崎龍城会　大樹寺支部 新美　咲月 泰誠会

稲田　奈波 泰誠会 堀田　暉翔 知空会　春日井支部 平井　里空 知空会　春日井支部

小澤　尚 知空会　春日井支部 戸崎　航 知空会　知立支部 渡部　友貴 水風会　江南支部

中田　空見 名空会　豊田支部 松浦　早久良 名空会　豊田支部 磯貝　優希 鶴友会

神谷　宙 鶴友会 神谷　怜 鶴友会 小嶋　祐樹 知空会　知立支部

加藤　奨平 知空会　知立支部 坂田　亜優奈 知空会　知立支部 矢野　まいこ 育英館武道場

市村　美乃里 育英館武道場 亀山　空育 知空会　豊山支部 稲葉　潤弥 知空会　豊山支部

野田　実生 知空会　豊山支部 梶田　純平 小牧支部 加藤　大成 錬成館　古城支部

石塚　悟喜 錬成館　古城支部 横山　颯 錬成館　古城支部 幅上　和樹 錬成館　古城支部

倉岡　秀大 拳誠會 倉岡　遼舞 拳誠會 杉山　風太 拳誠會

後藤　綾斗 拳誠會 長井　太一 愛空塾　青海支部 髙井　梨央 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

黒下　千尋 名空会　研修ｾﾝﾀｰ ホーカー　真一路 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 山口　凱 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

松下　雅人 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 山崎　壮真 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 古橋　沙也 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

近藤　暢 育英館　碧南支部 谷口　竜馬 愛空塾　知多支部 平田　優樹 愛空塾　知多支部

安田　公平 岐東支部 渡辺　隼士 岐東支部 松下　日詩 岐東支部

木村　唄菜 岐東支部 納村　文博 岐東支部 伊奈　遼登 岡崎竜城会　矢作支部

永吉　輝 岡崎竜城会　矢作支部 大平　愛理 水風会　本部 福田　隼都 育英館武道場

佐々木　黎於 育英館武道場 松村　勇汰 水風会　名東支部 池田　悠人 水風会　名東支部

小嶋　侑 水風会　名東支部 加納　新平 水風会　名東支部 横山　裕紀 水風会　名東支部

出塩　直士 水風会　名東支部 藤林　和真 水風会　名東支部 大嶌　翔 水風会　名東支部

高橋　良太 水風会　名東支部 川合　沙和 岡崎武道場 近藤　綾香 知空会　安城支部

髙橋　結 愛空塾　常滑支部 中野　真花 愛空塾　常滑支部 水上　太智 愛空塾　常滑支部

小島　凜太 愛空塾　常滑支部 志賀　妃茉里 知空会　安城支部 平家　桜 知空会　安城支部

北村　峻 知空会　安城支部 寺本　和加 愛空塾　三重支部 寺本　侑加 愛空塾　三重支部

加藤　佑琉 愛空塾　三重支部 寺本　光希 愛空塾　三重支部 宮本　和徳 名空会　本部

櫻井　太志 名空会　本部 山本　浩翔 愛空塾　半田支部 中野　蒼大 愛空塾　半田支部

久留宮　一輝 中京会支部 金子　悠真 愛空塾　知多支部

和 道 会 段 位 　合 格 者

審査会　：　和道会東海本部　愛知会場

平成２６年１１月２４日（月） 一宮総合体育館

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



（受験番号順）

河合　美穂 成友塾　二川支部 倉益　紅葉 知空会　知立支部 前林　蒼衣 知空会　知立支部

熊澤　槙之介 小牧支部 髙松　郁哉 小牧支部 田中　稜人 丸杉支部

井上　拓也 丸杉支部 伊藤　愛里 愛空塾　南陵支部 前田　華呼 愛空塾　南陵支部

水野　晴菜 錬成館 伊藤　千莉 錬成館 柴田　樹茉 水風会　名東支部

菅野　右京 育英館　碧南支部 磯部　鳳吾 錬成館　古城支部 杉浦　且馬 育英館　碧南支部

小島　萌々果 育英館　碧南支部 杉岡　風來 育英館　碧南支部 山口　遼也 知空会　安城支部

都築　力司 知空会　安城支部 都築　梨花 愛空塾　常滑支部 沢田　拓 愛空塾　半田支部

河原　唯佳 錬成館　岐阜支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

小林　和登 水風会　名東支部 伊壷　竜矢 愛知大学　空手道部 小嶌　光隆 水風会　名東支部

山田　浩士 水風会　本部 沓名　夏苗 知空会　安城支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

森　兼紀 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 竹内　隆二 愛空塾　半田支部 佐藤　寛之 水風会　名東支部

後藤　俊介 拳誠會 青山　芳則 水風会　名東支部 畔栁　亜紀 知空会　横山支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

平野　大貴 水風会　愛西支部 石原　充恭 水風会　愛西支部 松崎　慎太郎 育英館武道場

磯　重行 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 近藤　信也 拳誠會 市川　雄三 水風会　愛西支部

小出　慎二 拳誠會 角田　有紀 錬成館

　　　　　　　　 （受験番号順）

渡辺　隆裕 中京会支部 暮林　巧朗 焼津和道館 菊田　義人 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

朝倉　健志 成友塾　二川支部 野田　健太 錬成館 松浦　大果 錬成館　岐阜支部

菊地　研人 千秋会 小澤　秀彦 千秋会 浜田　守彦 錬成館

中神　明夫 達和会 吉川　聡美 御津支部 菅野　恭世 俊和会　本部

　　　　　　　　 （受験番号順）

古橋　秀鷹 名空会　本部 神谷　佳文 錬成館 桑原　進 泰誠会

加藤　暢之 水風会　本部 池田　文博 一宮支部 麻生田　みき子 嶽空塾

年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段

五　　段五　　段五　　段五　　段

初　　段初　　段初　　段初　　段

二　　段二　　段二　　段二　　段

三　　段三　　段三　　段三　　段

四　　段四　　段四　　段四　　段


