
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

浅井　にな 水風会　本部 東　大雅 水風会　本部 安達　勇志 水風会　本部

モンタルボ　レイモンド 水風会　石黒道場 平松　武流 水風会　石黒道場 荒川　大生 水風会　石黒道場

大塚　永士 水風会　石黒道場 吉村　友冶 水風会　本部 坂口　航大 水風会　本部

夫馬　雅隆 水風会　愛西支部 山本　流輝 水風会　愛西支部 安井　厚史 水風会　愛西支部

曽根　未紗 水風会　愛西支部 冨田　歩夢 水風会　本部 杉山　凌大 水風会　本部

江口　太陽 水風会　本部 吉川　瑛 水風会　本部 今井　帆菜 水風会　江南支部

川添　瑚太 水風会　江南支部 小川　大翔 水風会　江南支部 鈴木　渓太 水風会　江南支部

今井　陽大 水風会　江南支部 樋口　和輝 水風会　江南支部 長谷川　晃斉 水風会　江南支部

牧添　真白 水風会　江南支部 酒井　沙矢音 水風会　江南支部 山本　圭 水風会　江南支部

茂木　佳奈 一宮支部 戸松　俊介 一宮支部 井本　雄大 一宮大和支部

井本　瑛大 一宮大和支部 井本　日菜 一宮大和支部 宮ノ腰　優鈴 一宮大和支部

青木　優太 一宮大和支部 青木　翔平 一宮大和支部 唐井　賢斗 一宮大和支部

中川　翔太 一宮大和支部 伊地知　大湖 一宮大和支部 嶋本　恒輝 津支部

千種　蓮菜 津支部 藤沢　梨帆 津支部 杉山　叶芽 津支部

有松　繫 津支部 岡安　怜大 津支部 有松　櫂 津支部

梶田　琴葉 岩倉支部 渕上　夢那 岩倉支部 平松　秀唯 岩倉支部

岸　優汰 岩倉支部 鈴木　稜太 岩倉支部 伊藤　悠 岩倉支部

江口　天翔 岩倉支部 寺澤　嵐 岩倉支部 内野　光一 古川支部

内野　慎太郎 古川支部 大脇　佑二郎 丸杉支部 大脇　崇太郎 丸杉支部

池山　実結 津支部 浅倉　唯 津支部 堀岡　未来 津支部

貝増　和暉 津支部 水谷　壮希 愛空塾　桑名支部 勝野　友亮 名空会　池田支部

奥冨　綾夏 名空会　池田支部 青山　晴世 名空会　岐阜支部 田中　優磨 名空会　岐阜支部

大野　真緒 岐刑支部 高橋　愛 岐刑則松支部 田中　心結 郡上支部

村井　希綾 郡上支部 寺脇　柚莉 郡上支部 畑中　菜月 郡上支部

伊藤　達稀 中津川支部 北原　羽琉 中津川支部 野村　昂生 一宮葉栗支部

澤村　優斗 一宮葉栗支部 鈴木　日菜穂 高山支部 川本　椋花 不破支部

西本　和磨 不破支部 橋本　佳歩 尾西支部 高橋　孝太朗 美濃支部

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２８年６月５日（日）

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



渡部　健 美濃支部 近藤　唯陽 美濃支部 古屋　佑樹 水風会　本部

浅井　暉 水風会　本部 山口　寛大 知空会　知立支部 髙田　晶太 北方支部

辻　壮悟 北方支部 辻　智成 北方支部 水谷　紅晴 北方支部

秋山　暖乃 北方支部 鶴野　友梧 北方支部 松波　里奈 岐阜支部

松波　奈々 岐阜支部 松波　真吾 岐阜支部 福島　海斗 岐阜支部

上野　翔太郎 岐阜支部 水谷　栄仁 岐阜支部

（受験番号順）

吉川　颯 水風会　本部 安藤　諒香 水風会　石黒道場 髙橋　莉央 水風会　石黒道場

野村　飛雄 水風会　石黒道場 棚橋　来 水風会　石黒道場 上垣内　柚季 水風会　愛西支部

小椋　一瑳 尾西支部 深谷　捷太 尾西支部 勝田　喬久 津支部

杉山　千大 津支部 後藤　梨杏 空童各務原支部 榊原　駿 中津川支部

藤井　佐柚希 岩倉支部 出口　朋佳 岐阜支部 廣瀬　佳恋 本巣支部

佐野　喜基 北方支部 小野　凌世 北方支部 廣瀬　皓 北方支部

廣瀬　渉 北方支部 森岡　秀哉 北方支部 清水川　遼 北方支部

松川　新奈 岐刑支部 鷲見　将吾 美濃支部 日置　真緒 津支部

小泉　昇太郎 知空会　安城支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

山田　晃之 進和会　木曽川支部 森島　一博 岐阜支部 北村　雄平 郡上支部

田中　正晴 一宮大和支部 出野　俊彦 丸杉支部 山本　絢加 岐阜大学　空手道部

横田　香里 進和会　木曽川支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

奥田　聖人 愛空塾　桑名支部 城野　殊稼 名空会　岐阜支部 富田　政憲 羽島支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

坊谷　寿美 一宮支部

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


