
開催日　： 開催会場　：

（受験番号順）

柴田　樹 水風会　石黒道場 舩橋　志道 水風会　石黒道場 林　風総 水風会　石黒道場

髙橋　克弥 水風会　石黒道場 坊野　樹理 水風会　石黒道場 石黒　里於 水風会　石黒道場

河田　虎伯 水風会　石黒道場 大北　稜 水風会　石黒道場 藤田　温大 水風会　石黒道場

中根　立喜 水風会　石黒道場 木全　駿太 水風会　石黒道場 宮野　大輝 水風会　石黒道場

安達　拓人 水風会　本部 汲田　禅侍 水風会　本部 下川床　凌空 水風会　本部

久納　良祐 水風会　本部 中家　優純 水風会　本部 速水　舜一朗 水風会　本部

片山　達哉 水風会　本部 竹田　和真 水風会　本部 三浦　翼 水風会　本部

山下　颯太 水風会　本部 相京　勇翔 水風会　本部 貝谷　祥梧 水風会　本部

鈴木　孔士 水風会　本部 近藤　純 水風会　本部 川口　楓 水風会　本部

中上　祐亮 水風会　愛西支部 横井　孝祐 水風会　愛西支部 山本　海晴 水風会　愛西支部

岡本　康生 水風会　本部 江口　晋太郎 水風会　本部 後藤　柚希 水風会　江南支部

岩田　実乃璃 水風会　江南支部 浅田　日向多 水風会　江南支部 佐藤　瑠美 水風会　江南支部

足立　結菜 水風会　江南支部 佐田　凌平 水風会　江南支部 林　謙伸 水風会　江南支部

中村　風太 水風会　江南支部 松本　陸斗 水風会　江南支部 松浦　一真 水風会　江南支部

土岐　颯 水風会　本部 山内　美実 錬成館 兵　太良 錬成館

吉水　心彩 錬成館 櫻庭　宏哉 愛空塾　桑名支部 奥田　祐也 愛空塾　桑名支部

富田　仁黄 津支部 松﨑　宏洋 津支部 武藤　彩音 津支部

菊池　沙羅 津支部 須原　羽琉 津支部 加藤　玲生 津支部

関　政樹 津支部 万代　健翔 津支部 中村　駿介 津支部

堀田　恭右 津支部 佐藤　珠莉 津支部 相澤　知胤 中津川支部

原　駿太 中津川支部 小澤　翔也 水風会　本部 吉川　征吾 水風会　本部

出野　隼人 丸杉支部 田中　悠翔 丸杉支部 長尾　音羽 美濃支部

小森　好華 美濃支部 近藤　快飛 美濃支部 渡邉　陽輝 美濃支部

加藤　馨 美濃支部 松並　琉斗 美濃支部 加藤　青空 中津川支部

洞　怜衣哉 神岡道場支部 竹林　嶺 高山支部 田口　智博 尾西支部

永尾　真剣 尾西支部 亀山　仁 岩倉支部 野々垣　和真 一宮葉栗支部

鵜飼　梓未 一宮葉栗支部 岩田　真依 一宮葉栗支部 淺野　宏輔 丸杉支部

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２９年６月４日（日）



青谷　駿冶 丸杉支部 岩城　晃弥 錬成館　岐阜支部 高木　怜奈 錬成館　岐阜支部

古田　彩沙 名空会　岐阜支部 大原　悠聖 名空会　岐阜支部 西川　真叶 名空会　池田支部

髙見　琉雅 岐刑支部 河田　純弥 岐刑支部 浅野　知夏 岐刑支部

中野　里咲 一宮大和支部 木村　華子 一宮大和支部 中野　克哉 一宮大和支部

田中　大悟 一宮大和支部 川出　大雅 羽島支部 渡辺　萌杏 岐東支部

水野　耀介 進和会　木曽川支部 丹下　優人 進和会　木曽川支部 河村　和貴 水風会　石黒道場

能又　美羽 水風会　石黒道場 村井　瑞騎 北方支部 橋下　未空 北方支部

大熊　康生 北方支部 橋下　太一 北方支部 伊藤　蒼空 本巣支部

河野　詩音 本巣支部 青木　一真 本巣支部 加藤　優姫 空童各務原支部

薄井　咲桜 空童各務原支部 森島　拓己 陽南支部 柳原　景 陽南支部

畑佐　望愛 郡上支部 畑佐　萌愛 郡上支部 北村　命 郡上支部

田中　結進 郡上支部

（受験番号順）

髙橋　優斗 水風会　本部 池田　龍哉 水風会　本部 酒井　駿多 水風会　石黒道場

村上　翔希 水風会　石黒道場 上野　凌汰 水風会　石黒道場 野田　涼太 水風会　江南支部

川口　陽生 水風会　江南支部 荒木　柚乃 水風会　江南支部 田中　雪華 水風会　江南支部

墨　匠朗 岩倉支部 亀山　太一 岩倉支部 寺澤　紗良 岩倉支部

横家　明樹 一宮大和支部 横家　嶺羅 一宮大和支部 福井　杏雪 一宮大和支部

瀬野　樹秀 津支部 大平　湧心 津支部 奥田　愛梨 津支部

駒田　陸人 津支部 玉井　碧 津支部 松田　風起 津支部

長谷部　里奈 津支部 田中　七海 津支部 駒田　隼也 津支部

本杉　愛梨 不破支部 洞　樹里哉 神岡道場支部 川上　真央 神岡道場支部

宮川　知佳 岐刑支部 野々村　幸 岐刑支部 福田　仁 岐刑支部

　　　　　　　　     （受験番号順）

加藤　義経 岐阜大学　空手道部 栗本　竜輔 水風会　石黒道場  吉水　祐治 錬成館

川上　夢乃 水風会　江南支部 大西　恵巳 空童各務原支部 佐藤　幸代 不破支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

竹田　龍世 空童各務原支部 堀　正和 稲羽支部 渡辺　智美 岐東支部

　　　　　　　　 （受験番号順）

佐藤　大明 不破支部 伊藤　瑠威 錬成館

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


