
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

大瀧　七楓 水風会　本部 竹山　こころ 水風会　本部 荒木　陸志 水風会　本部

吉川　皆人 水風会　本部 矢野　翔大 水風会　石黒道場 別府　裕樹 水風会　本部

松本　虎南 水風会　本部 山口　敦也 水風会　本部 日置　ねね 水風会　江南支部

酒井　沙帆菜 水風会　江南支部 今井　青空 水風会　江南支部 小森　直也 水風会　江南支部

安保　幸太郎 水風会　江南支部 山田　翔威 水風会　江南支部 玉田　敦也 水風会　本部

小田　若奈 水風会　本部 近藤　理士 水風会　名東支部 大場　功幹 水風会　名東支部

西田　凌太 水風会　名東支部 加藤　健輔 水風会　名東支部 上垣内　里帆 水風会　愛西支部

大野　寧 水風会　愛西支部 市川　幸歩 水風会　愛西支部 奥田　直己 進和会　木曽川支部

吉水　洸凱 錬成館 浜島　佑真 錬成館 渡部　花香 愛空塾　南陵支部

唐井　いく菜 一宮大和支部 福井　美柔 一宮大和支部 市原　星彩 美濃支部

齊藤　楓 水風会　本部 齊藤　晴 水風会　本部 安江　琉貴 美濃支部

諏訪　絢土 津支部 宮本　武虎 津支部 岡田　慧太 津支部

諏訪部　英太 津支部 菅原　慶仁 津支部 荒井　柊真 津支部

河内　心愛 津支部 河内　愛斗 津支部 江里口　奨真 津支部

増田　結仁 津支部 庄司　湧哉 岩倉支部 水野　力斗 岩倉支部

岸　麻帆里 岩倉支部 江口　璃乙 岩倉支部 奥村　美咲 高山支部

栃井　渉太朗 高山支部 山田　浩太郎 名空会　美和支部 近藤　千莉 名空会　美和支部

矢嶋　涼大 陽南支部 三井　志将 陽南支部 藏重　拓也 愛空塾　四日市南支部

杉谷　泰成 愛空塾　四日市南支部 山中　一輝 愛空塾　四日市南支部 原　柊翔 愛空塾　四日市南支部

保泉　陽太 愛空塾　桑名支部 西山　隼人 愛空塾　桑名支部 伊藤　大和 愛空塾　桑名支部

宮田　樹 中津川支部 伊藤　詩月 中津川支部 武田　來 中津川支部

下林　未菜 中津川支部 草野　希実 中津川支部 渡辺　泉 中津川支部

坂本　永吉 高山支部 柚原　伊桜奈 高山支部 阿部　壮汰 羽島支部

日比　奏 羽島支部 川出　天歌 羽島支部 寺本　来蘭花 羽島支部

森川　玄弓 中島支部 山田　昊生 中島支部 吉安　優磨 中島支部

西村　美咲 不破支部 小林　桜空 不破支部 西村　優翔 不破支部

古川　凪章 神岡道場支部 佐伯　青空 神岡道場支部 清水　祐輝 神岡道場支部

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２８年１１月６日（日）



室伏　優衣 岐東支部 渡邉　希樂 古川支部 大河内　奨悟 泰誠会　七宝空手道部

山下　裕ノ介 泰誠会　七宝空手道部 小林　颯太 泰誠会 大河内　琢巳 泰誠会　七宝空手道部

三輪　剛史 水風会　本部 大野　達也 岐刑支部 福田　花音 岐刑支部

原　凉澄 岐刑支部 原　昊河 岐刑支部 山下　翔矢 一宮葉栗支部

清水　悠花 一宮葉栗支部 松岡　瑞季 一宮葉栗支部 吉岡　桃子 空童各務原支部

工藤　瑠華 空童各務原支部 松島　碧志 錬成館　岐阜支部 木村　心菜 錬成館　岐阜支部

坂下　弥子 士空会　四日市支部 赤星　日野 士空会　四日市支部 長﨑　一真 名空会　岐阜支部

中垣　慶人 名空会　岐阜支部 青山　佑子 名空会　岐阜支部 梶川　明香里 名空会　岐阜支部

清水　琉成 名空会　岐阜支部 田中　良汰 名空会　岐阜支部 藤田　恵哉 名空会　池田支部

池端　蓮 名空会　池田支部 伊藤　葉瑠 本巣支部 遠山　明 進和会　葛谷道場

前田　陽成 旺武館 森井　菜那 空童各務原支部

（受験番号順）

吉田　昂世 錬成館　岐阜支部 渡辺　梨々子 岐東支部 渡辺　隼士 岐東支部

花森　愛 岩倉支部 大谷　雄太 津支部 橋本　美優 中島支部

波多野　皓丈 岐刑支部 寺本　喜紗来 羽島支部 富田　悠心 羽島支部

清水　咲綺 神岡道場支部 河野　天佑 本巣支部 有田　弦 稲羽支部

山田　万桜 美濃支部 後藤　芙羽梨 美濃支部 渡部　圭太 美濃支部

後藤　陽南 美濃支部 近藤　記生 水風会　名東支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

矢島　和輝 岐阜大学　空手道部 武田　義孝 中津川支部 松﨑　充宏 津支部

前田　憲宏 旺武館 小川　侑美 水風会　江南支部 宇都　理歌 津支部

高橋　静香 空童各務原支部 原　倫美 岐刑支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

田中　翔也 進和会　木曽川支部 臼井　宏一 水風会　江南支部 山田　敬一 羽島支部

橋本　邦弘 進和会　葛谷道場 栢之間　直樹 稲羽支部 黒井　監二 稲羽支部

佐々木　栄美子 水風会　石黒道場

　　　　　　　　 （受験番号順）

髙橋　史暁 錬成館 森井　政幸 空童各務原支部

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


