
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

マレキ　ティナ 育英館　碧南支部 小林　愛海 育英館　碧南支部 田中　美佑 育英館　碧南支部

岡部　涼花 育英館　碧南支部 榊原　拓真 育英館　碧南支部 石橋　潤也 育英館　碧南支部

荒木　啓介 育英館　碧南支部 栗本　大雅 育英館　碧南支部 川畑　晴飛 育英館　碧南支部

中尾　悠太 育英館　碧南支部 仲　隆之介 知空会　春日井支部 切通　颯哉 知空会　知立支部

髙垣　侑愛 知空会　春日井支部 髙垣　仁那 知空会　春日井支部 五藤　有花 知空会　春日井支部

水谷　太郎 知空会　春日井支部 日野　有雅 知空会　春日井支部 岩畑　宙良 知空会　春日井支部

小栗　大生 小牧支部 吉留　なみ香 小牧支部 金澤　由遥 生和会

酒見　翔太 生和会 水野　みみ 錬成館　古城支部 水野　るる 錬成館　古城支部

立木　真琳 泰誠会 早川　采那 泰誠会 高須　絢菜 知空会　横山支部

中島　初佳 知空会　横山支部 山田　大輝 知空会　横山支部 菅野　逸貴 知空会　横山支部

長谷川　紬生 知空会　豊山支部 原田　唯楓 知空会　豊山支部 高橋　虎太郎 愛空塾　三重支部

石垣　良磨 愛空塾　三重支部 小河原　那幹 愛空塾　三重支部 竹中　悠起 士空会　四日市支部

赤星　光咲 士空会　四日市支部 多賀橋　慶士 名古屋南支部 帆引　亮太朗 知空会　知立支部

神田　真実 知空会　知立支部 鈴木　萌 知空会　知立支部 野口　和鈴 知空会　知立支部

後藤　優季 知空会　知立支部 井谷　瑞 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 川瀬　蘭衣紀 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

牧野　祐大 岡崎　六名支部 牧野　亮大 岡崎　六名支部 秋田　洋助 鶴友会

奥田　将矢 鶴友会 濵田　拓 鶴友会 中根　悠太 鶴友会

安田　実生 鶴友会 大音　優樹 名空会　岐阜支部 堀口　立起 名空会　岐阜支部

志賀　皓介 知空会　安城支部 菊地　善太 知空会　安城支部 永井　天舞 知空会　安城支部

中村　太洋 知空会　安城支部 重信　圭吾 愛空塾　四日市南支部 石川　丈慈 知空会　安城支部

星野　眞彗 知空会　安城支部 西村　尚真 水風会　名東支部 谷藤　琉綺 水風会　名東支部

向江　真稔 水風会　日進支部 内藤　大達 水風会　名東支部 矢藤　愛涼 水風会　名東支部

須納瀬　菜々美 水風会　名東支部 小嶋　伽生光 水風会　名東支部 伊藤　慶亮 水風会　名東支部

横山　歩紀 水風会　名東支部 川合　謙吾 水風会　名東支部 柴田　光 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

立野　瑠唯 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 古橋　知也 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 加藤　大翔 小牧支部

大西　翔太 小牧支部 米倉　純志 小牧支部 村井　拓斗 小牧支部

梶原　紫乃 拳誠會 古田　梨斗 愛空塾　青海支部 宮上　留衣 愛空塾　青海支部

小林　繁豊 中京会　八事道場 山田　恵大 育英館　碧南支部 佐藤　由唯 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２７年１１月２９日（日） 知立市福祉体育館

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



村瀬　蓮奈 愛空塾　知多支部 永柳　果穏 愛空塾　知多支部 杉本　幸誠 愛空塾　南陵支部

澤田　大和 愛空塾　半田支部 岡村　匠眞 愛空塾　半田支部 榊原　寛太 愛空塾　半田支部

中村　優哉 岡崎竜城会支部 宮里　琉真 岡崎竜城会支部 中山　郁輝 岡崎竜城会支部

大橋　由佳 岡崎武道場

（受験番号順）

畔栁　凱 知空会　横山支部 山口　零 小牧支部 越智　大和 小牧支部

中出　拓海 錬成館 松原　渉 錬成館 近藤　徳仁 錬成館

藤井　海斗 士空会　四日市支部 岡田　紗季 育英館武道場 磯貝　みのり 錬成館　岐阜支部

星　樹 岡崎武道場 庄司　海都 愛空塾　三重支部 庄司　琉海 愛空塾　三重支部

松本　彩花 水風会　日進支部 鈴木　啓太 水風会　名東支部 二村　公崇 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

田中　駿太郎 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 安田　歩未 泰誠会

　　　　　　　　     （受験番号順）

清水　喜敬 拳誠會 神田　陸 水風会　石黒道場 Ｌｕｋａｓ　Ｇｏｌｄｉｎｇｅｒ 育英館武道場

田村　憲 水風会　名東支部 酒井　光浩 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 藤井　清和 泰誠会

北原　智美 知空会　春日井支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

市川　史樹 小牧支部 向江　真聖 水風会　日進支部 坂本　亮 知空会　知立支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

福田　翔太 水風会　石黒道場 野田　侑椰 岡崎武道場 政本  浩希 愛知大学　空手道部

長坂　和歌子 愛空塾　知多支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

大森 和総 愛空塾　半田支部 神田　知久 知空会　安城支部 奥田　光則 津支部

鈴木　理智 岡崎　六名支部 関戸　真紀 津支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

橋本　成玄 進和会　葛谷道場 ＭＡＬＥＫＩ　ＡＬＩ 育英館　碧南支部 坂田　勝明 士空会

大石　義喜 旺武館

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

年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段年 少 二 段


