
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

村田　愛心 成友塾　二川支部 西坂　俊哉 成友塾　二川支部 石川　明日望 成友塾　津田支部

山口　誇時 豊橋南支部 数井　奏太朗 御津支部 清田　和希 御津支部

前澤　楓華 成友塾　英和支部 類沢　颯人 成友塾　英和支部 中田　衣美 御津支部

加藤　琉雅 御津支部 吉川　菜結 御津支部 井澤　実久那 御津支部

岡田　來々 知空会　安城支部 稲石　櫂 成友塾　小坂井支部 近藤　伸哉 俊和会　本部

天野　源太 成友塾　津田支部 及部　逞 豊橋南支部 及部　仁 豊橋南支部

諏訪間　健輔 杉浦錬成塾　和道館 和田　颯矢 杉浦錬成塾　和道館 池ケ谷　大翔 杉浦錬成塾　和道館

藤森　琥太郎 杉浦錬成塾　和道館 村松　優杜 杉浦錬成塾　和道館 金原　叶翔 杉浦錬成塾　和道館

齋藤　楓嘉 杉浦錬成塾　本部 片山　七海 杉浦錬成塾　浜松ｱﾘｰﾅ 宮木　星明 杉浦錬成塾　本部

德冨　志歩 杉浦錬成塾　本部 中村　悠那 杉浦錬成塾　和道館 内山　開陽 杉浦錬成塾　本部

和田　楓駕 杉浦錬成塾　和道館 金原　有思 杉浦錬成塾　向井道場 鈴木　瑠唯 杉浦錬成塾　本部

辻　和弘 杉浦錬成塾　本部 坪井　陽士 杉浦錬成塾　本部 酒井　優人 杉浦錬成塾　本部

伊澤　颯馬 杉浦錬成塾　向井道場 伊澤　日向 杉浦錬成塾　向井道場 井上　真行 杉浦錬成塾　本部

荒木　大河 杉浦錬成塾　本部 石川　達貴 杉浦錬成塾　本部 古山　諒 杉浦錬成塾　本部

淵上　雄太 杉浦錬成塾　本部 齋藤　颯照 杉浦錬成塾　本部 高木　夢生 杉浦錬成塾　本部

坂倉　乙彰 杉浦錬成塾　本部 米持　悦司 千秋会 井口　隼太朗 焼津和道館

早川　正太 焼津和道館 山中　怜央翔 千秋会　ﾎｰｸﾜﾝ空手道倶楽部 宮野　太希 生和会

熊谷　圭悟 生和会 服部　将天 生和会 多田　啓悟 生和会

林　洸志郎 生和会 牧野　遥希 生和会 山下　桃佳 千秋会　川瀬支部

山田　美咲姫 千秋会　川瀬支部 松村　賢志郎 松空会　焼津支部 吉川　蒼史 松空会　焼津支部

尾沼　榛希 修空会 大石　綾華 修空会 海野　純平 千秋会　緑風館支部

牧野　令佳 千秋会　緑風館支部 酒井　凪沙 旺武館 粕谷　光 旺武館

佐藤　歩 旺武館 渡邊　泰都 芝川支部 佐藤　悠大 芝川支部

石川　篤郎 芝川支部 佐野　楓基 芝川支部 渡辺　万鈴 旺武館

白井　勇己 旺武館 勝見　政斗 千秋会　スンプ支部 黒田　寛人 千秋会　スンプ支部

渡辺　もみじ 千秋会　スンプ支部 原川　丈 千秋会　スンプ支部 米田　亜澄 千秋会　松田支部

松永　耀利 千秋会　スンプ支部 栗原　瑞喜 千秋会 松下　真瀬里 千秋会

和 道 会 段 位 　合 格 者

審査会　：　和道会東海本部　静岡会場

平成２８年１１月２７日（日） 浜松市武道館

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



上坂　奎登 千秋会　横内支部 渡邉　林太郎 千秋会　横内支部 藤原　実久 ＳＰ倶楽部

亀口　峻哉 千秋会　鷲野支部 牧田　稜央 千秋会　鷲野支部

（受験番号順）

折尾　恒多 杉浦錬成塾　和道館 折尾　拓実 杉浦錬成塾　和道館 木村　理子 杉浦錬成塾　向井道場

金子　楓美奈 杉浦錬成塾　浜松ｱﾘｰﾅ 長谷川　航佑 杉浦錬成塾　本部 園部　まりな 知空会　安城支部

辻　飛佑馬 成友塾　二川支部 齋藤　文香 成友塾　二川支部 船越　千夏 修空会

熊岡　和真 修空会 加藤　福大 生和会 太田　海翔 生和会

山田　怜奈 千秋会　川瀬支部 加藤　久挙 中京会支部 久留宮　一輝 中京会支部

池田　悠人 水風会　名東支部 佐藤　瑛美 千秋会　河守支部 中村　久哉 岡崎竜城会支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

相見　圭祐 俊和会　本部 河野　鉄平 浜松北高校　空手道部 齊藤　諒介 浜松北高校　空手道部

板倉　渉 浜松北高校　空手道部 杉山　容俊 嶽空塾 太田　洋正 焼津和道館

木下　和音 浜松北高校　空手道部 藤井　映乃 豊橋高師支部 数井　紀衣 御津支部

佐藤　貴子 達和会 橋元　房子 成友塾　二川支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

服部　満瑛 千秋会　横内支部 矢方　宏祐 俊和会　本部 滝川　泰式 成友塾　津田支部

梅原　暁 千秋会

　　　　　　　　 （受験番号順）

長井　立樹 千秋会 岩﨑　信義 千秋会 横山　昭吾 修空会

磯村　眞吾 旺武館 内藤　光広 成友塾　英和支部 矢方　智子 俊和会　本部

衛藤　智美 ＳＰ倶楽部

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


