
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

井戸　秀斗 水風会　本部 今枝　優樹 水風会　本部 竹野　達哉 水風会　本部

川福　健斗 水風会　石黒道場 内海　太乙 水風会　石黒道場 石田　翔悟 水風会　石黒道場

木全　優斗 水風会　本部 中村　進太郎 水風会　本部 岡本　翔太 水風会　本部

齊藤　穂高 水風会　石黒道場 石黒　七海 水風会　石黒道場 石黒　康之進 水風会　石黒道場

酒井　駿多 水風会　石黒道場 神村　星弥 水風会　石黒道場 上野　凌汰 水風会　石黒道場

森田　隼一朗 水風会　本部 小澤　遼汰 水風会　本部 伊藤　仁 水風会　本部

小林　潮音 水風会　本部 山田　廉太郎 水風会　本部 杉本　大 水風会　江南支部

宮地　謙吾 水風会　江南支部 鈴木　悠斗 水風会　江南支部 上別府　亮太 水風会　江南支部

伴野　海斗 水風会　江南支部 川口　優生 水風会　江南支部 鈴木　絢音 水風会　江南支部

田中　雪華 水風会　江南支部 荒木　柚乃 水風会　江南支部 曽根　友翔 水風会　江南支部

川口　陽生 水風会　江南支部 渡辺　莉奈 水風会　江南支部 脇田　宗英 水風会　江南支部

野田　涼太 水風会　江南支部 福嶋　美珠生 水風会　本部 山本　千桜 水風会　石黒道場

石原　遥己 水風会　本部 下田　龍 水風会　本部 菱沼　建太 水風会　愛西支部

真子　元 水風会　愛西支部 大島　康太郎 水風会　愛西支部 永尾　真潤 尾西支部

春日井　渉太 尾西支部 作　空悟 尾西支部 松本　太一 尾西支部

愛敬　康世 一宮葉栗支部 平松　瞭乙 岩倉支部 細川　拓海 郡上支部

端谷　圭悟 岩倉支部 脇田　慎治 岩倉支部 墨　匠朗 岩倉支部

亀山　太一 岩倉支部 庄司　祐莉瑛 岩倉支部 寺澤　紗良 岩倉支部

瀬野　樹秀 津支部 末松　大知 津支部 奥田　愛梨 津支部

長谷部　里奈 津支部 松田　風起 津支部 田中　七海 津支部

山下　実斗夢 津支部 多森　徳太朗 津支部 大岩　唯人 一宮支部

横家　世羅 一宮大和支部 小宮　愛花 一宮大和支部 横家　嶺羅 一宮大和支部

福井　杏雪 一宮大和支部 横家　明樹 一宮大和支部 鈴木　ゆきの 一宮大和支部

神徳　秀真 一宮大和支部 則武　龍太朗 一宮大和支部 中嶋　萌里 郡上支部

畑中　香澄 郡上支部 歌田　夏紀 岐南道場支部 成田　真綾 岐南道場支部

笹原　煌己 津支部 湯浅　圭司 津支部 駒田　隼也 津支部

稲垣　晴斗 津支部 駒田　陸人 津支部 大平　湧心 津支部

山本　勇斗 愛空塾　三重支部 加藤　紀宏 進和会　木曽川支部 原口　公晴 進和会　木曽川支部

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２７年６月７日（日）

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



山縣　星来 空童各務原支部 杉山　巧 空童各務原支部 吉川　晴哉 空童各務原支部

山田　颯輝 空童各務原支部 長谷川　さや 中津川支部 福田　仁 岐刑支部

浅野　哲平 岐刑支部 長尾　夏希 岐刑支部 高木　湧也 岐刑支部

大坪　久珠 不破支部 本杉　愛梨 不破支部 髙木　龍之介 不破支部

本荘　直輝 不破支部 山根　魁斗 錬成館　岐阜支部 木村　光汰 丸杉支部

川上　真央 神岡道場支部 洞　樹里哉 神岡道場支部 河本　悠 名空会　池田支部

佐藤　鈴夏 名空会　池田支部 宮川　知佳 岐刑支部 野々村　幸 岐刑支部

野々村　京 岐刑支部 河原田　理央 岐刑支部 林　哲汰 本巣支部

所　卓磨 本巣支部 汲田　星空 本巣支部 嶋　俊哉 錬成館

花木　望 錬成館 木全　満理奈 錬成館 北原　空宙 中津川支部

山口　夏奈 尾西支部 坂口　颯太 水風会　本部 池田　龍哉 水風会　本部

安江　翔哉 美濃支部 近藤　大空 美濃支部 山田　百花 美濃支部

堤　柊晴 北方支部 能勢　春姫 稲羽支部

（受験番号順）

土方　琴未 水風会　石黒道場 後藤　德樹 水風会　石黒道場 朝比奈　拓真 水風会　石黒道場

髙橋　奈央 水風会　石黒道場 伊藤　南々葉 水風会　愛西支部 佐藤　柊真 水風会　愛西支部

佐藤　日南 不破支部 平野　敬人 愛空塾　四日市南支部 奥田　健斗 津支部

河原田　歩磨 岐刑支部 高木　康汰 岐刑支部 新田　翔大 岐刑支部

伊藤　稜馬 錬成館 庄司　彩純 岩倉支部 舟田　理々花 津支部

小野　愛斗 津支部 鶴野　永悟 北方支部 岩田　庄剛 北方支部

長屋　天友 北方支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

丹下　紘平 進和会　木曽川支部 望月　大輔 水風会　石黒道場 國嶋　一利 名空会　岐阜支部

宇野　祐真 岐阜大学　空手道部 益池　和枝 水風会　石黒道場

　　　　　　　　 （受験番号順）

杉本　賢一 名空会　美和支部 古川　聡美 岐阜支部 春日井　千恵 尾西支部

奥山　真美 岐阜支部 西井　利子 錬成館 金森　愛子 岐阜支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

原　佑太 尾西支部 梶川　蒼馬 津支部 杉戸　建太 津支部

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


