
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

舟橋　武男 水風会　石黒道場 堀　魁斗 水風会　石黒道場 大北　唯斗 水風会　石黒道場

成相　瑞生 水風会　本部 森田　大翔 水風会　石黒道場 佐藤　勇旗 水風会　石黒道場

藤田　裕哉 水風会　石黒道場 加藤　太陽 水風会　石黒道場 小林　太陽 水風会　本部

佐賀　巧征 水風会　本部 川手　陽太郎 水風会　本部 宮田　滉太 水風会　本部

森﨑　猛斗 水風会　本部 有賀　杏奈 水風会　本部 鈴木　一玄 水風会　本部

河野　大輝 水風会　本部 谷　紘斗 水風会　石黒道場 竹内　晃洋 水風会　本部

福重　駆 水風会　本部 杉本　涼平 水風会　本部 粂野　愛佳 水風会　本部

伊藤　千尋 水風会　本部 増田　賢太郎 水風会　本部 鍋山　智之真 水風会　本部

澤田　遥希 水風会　江南支部 伊藤　凌星 水風会　江南支部 野津　挑光 水風会　江南支部

木下　日向 水風会　江南支部 品川　空太 水風会　江南支部 小森　由紀菜 水風会　江南支部

中島　稜太 水風会　江南支部 酒井　大輔 水風会　本部 大藤　慎之介 水風会　本部

近藤　聖大 水風会　本部 田中　愛子 水風会　本部 服部　佑飛 水風会　愛西支部

籾山　晟安 水風会　愛西支部 田中　大也 水風会　本部 橋本　駿 水風会　本部

吉川　裕真 水風会　本部 坂上　正虎 神岡道場支部 向本　一颯 神岡道場支部

鈴木　風優香 空童各務原支部 鈴木　竣介 空童各務原支部 水野　翔太 錬成館

足立　耕一 錬成館 相澤　美弥 中津川支部 原　彩乃 中津川支部

岡本　麗央 中津川支部 河口　蓮 中津川支部 宮田　日和 中津川支部

矢田　安麗 水風会　本部 佐藤　隆平 名空会　岐阜支部 藤田　莉一 名空会　池田支部

名和　颯之丞 陽南支部 加藤　陸翔 陽南支部 名和　小桜 陽南支部

松島　彩純 錬成館　岐阜支部 池田　陽菜 進和会　木曽川支部 高田　虎宇汰 進和会　木曽川支部

古田　迅 進和会　木曽川支部 宮南　洸太 進和会　木曽川支部 岸　和俊 進和会　木曽川支部

山本　憲伸 一宮葉栗支部 五藤　日向 一宮大和支部 柴田　和記 一宮葉栗支部

田仲　春花 一宮葉栗支部 落合　琉衣 津支部 千種　すず 津支部

髙橋　一矢 津支部 眞納　優斗 津支部 丸山　友暉 津支部

奥村　泰知 津支部 堀山　遥大 津支部 坂井田　翔太 津支部

天野　雅人 津支部 天野　颯人 津支部 矢田　雅樹 水風会　本部

嶋田　大幹 高山支部 長屋　瞳 岐東支部 岩田　歩実 岐南道場支部

澤頭　颯汰 不破支部 岩田　遥 不破支部 橋本　実咲 尾西支部

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段

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１１月１日（日）



小澤　宏武 水風会　本部 黒川　優奈 北方支部 清水川　凜 北方支部

若原　纏 本巣支部 村井　柊弥 北方支部 宇井　悠真 中島支部

吉村　泰盛 中島支部 國領　結兜 中島支部 吉安　彩花 中島支部

坂井　涼太 錬成館　岐阜支部 名取　ゆい 錬成館　岐阜支部 森崎　愛理 進和会　葛谷道場

渡部　順司 美濃支部 市原　志龍 美濃支部 林　ルキア 美濃支部

杉山　凌玖 美濃支部 木村　颯斗 錬成館　岐阜支部 水野　純汰 錬成館　岐阜支部

柴田　真歩 空童各務原支部 面家　隆之介 岐刑支部 山本　雪未 岐東支部

山田　梨央 錬成館 尾崎　八雲 高山支部 伊藤　妙 名空会　豊田支部

（受験番号順）

鵜飼　直哉 水風会　江南支部 牧添　史恩 水風会　江南支部 今井　飛翔 水風会　江南支部

石黒　理仁 岩倉支部 長戸　友紀 岩倉支部 長戸　彩喜 岩倉支部

宇井　なづな 中島支部 森川　実華韻 中島支部 畑佐　准亜 郡上支部

寺脇　菜未 郡上支部 坂本　築軌 津支部 田中　洸志 津支部

市川　洸太 津支部 松井　元希 岐刑支部 大塚　潤 進和会　木曽川支部

川上　巧真 神岡道場支部 古川　蓮 神岡道場支部 大熊　健生 北方支部

岩田　峻弥 北方支部 山口　剛史 一宮葉栗支部 加藤　天晴 名空会　豊田支部

早川　綾音 郡上支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

宮下　耕太郎 一宮葉栗支部 柴田　篤詩 一宮葉栗支部 長田　直己 岐阜大学　空手道部

石田　貴之 岐阜大学　空手道部 松島　豊賢 錬成館　岐阜支部 田中　康也 丸杉支部

宇佐美　隆 一宮支部 橋本　幸広 尾西支部 牧　志桜里 岐阜大学　空手道部

縄田　英恵 岐刑支部 長野　絵美 岐刑支部 渡辺　陽子 中津川支部

林　香織 水風会　石黒道場 小森　薫 空童各務原支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

日置　碧 水風会　江南支部 大倉　巧 名空会　岐阜支部 加藤　謙造 名空会　岐阜支部

渡辺　江美 水風会　本部

　　　　　　　　 （受験番号順）

千田　利光 一宮葉栗支部

年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 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


