
開催日　： 開催会場　：

受審者　136名 合格者　91名 （受験番号順）

益池　毅龍 水風会　石黒道場 池戸　友菜 水風会　石黒道場 池上　史香 水風会　石黒道場

宮野　慶太 水風会　石黒道場 松元　陸 水風会　石黒道場 伊神　楓馬 水風会　本部

野村　真志 水風会　本部 小林　隼人 水風会　本部 梅本　泰希 水風会　本部

戸松　健汰 水風会　本部 千田　優人 水風会　本部 小澤　陸翔 水風会　本部

伊藤　世羅 水風会　本部 三村　憲信 水風会　本部 清水　栄希 水風会　本部

畑田　涼葉 水風会　本部 黒田　花加 水風会　本部 草野　太輝 水風会　本部

中山　淳暉 水風会　本部 後藤　遼也 水風会　江南支部 酒井　沙久弥 水風会　江南支部

三塚　陽日 水風会　江南支部 吉田　麗恋 水風会　本部 大野　煌心 水風会　愛西支部

服部　晃大 水風会　愛西支部 大山　遥士 水風会　名東支部 服部　宙楽 水風会　名東支部

林　幹大 美濃支部 小森　八一 美濃支部 野平　唯 美濃支部

市原　彩羽 美濃支部 西村　まりあ 美濃支部 山口　璃貫 美濃支部

山田　千稀 美濃支部 内匠　勇一朗 美濃支部 武藤　颯弥 津支部

武藤　柔太 津支部 東海　裕樹 津支部 壹岐　伊織 津支部

村上　璃奈 津支部 新庄　紗英 津支部 小林　千之介 津支部

寒作　光貴 津支部 有松　盟 津支部 池山　惺奈 津支部

菅原　海智 津支部 柚原　純汰 神岡道場支部 中村　天耶 空童各務原支部

住山　竜心 尾西支部 日置　慎太朗 尾西支部 後藤　心翔 羽島支部

野村　優月 岐東支部 渡邉　恋杏 古川支部 日置　景禾 郡上支部

村上　昂盟 丸杉支部 川上　梛月 愛空塾　四日市南支部 吉澤　侑成 愛空塾　桑名支部

坂本　匡哉 水風会　本部 小澤　初夢 水風会　本部 杉江　玲奈 不破支部

岩田　紗枝 不破支部 桐山　実弥 不破支部 三宅　陽太 不破支部

大崎　貴恵 錬成館 長崎　孝祐 錬成館 安江　悠飛 中津川支部

菅安　風雅 名空会　池田支部 藤田　航平 名空会　岐阜支部 髙木　琉吾 名空会　岐阜支部

齊田　結 杉浦錬成塾　本部 能島　拓未 錬成館 伊藤　有沙 水風会　愛西支部

桜川　佳彦 陽南支部 松葉　珀 本巣支部 畑中　ののか 本巣支部

清水　鳳華 本巣支部 廣瀬　詩菜 北方支部 彦　昊辰 北方支部

淺野　遥斗 北方支部 石井　紅羽 一宮支部 濵田　竜輔 一宮葉栗支部

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３０年６月３日（日）



村上　拓 一宮葉栗支部 多和田　舜 一宮葉栗支部 百瀬　遥陽 一宮葉栗支部

小島　諒士 一宮葉栗支部 南　陽太 進和会　木曽川支部 阪下　愛実 高山支部

江崎　颯太 岐阜支部 後藤　弥斗 美濃支部 冨田　まこ都 岐阜支部

江崎　航平 岐阜支部

受審者　53名 合格者　35名 （受験番号順）

今井　帆菜 水風会　江南支部 土岐　颯 水風会　本部 杉山　凌大 水風会　本部

上垣内　里帆 水風会　愛西支部 大野　寧 水風会　愛西支部 亀山　仁 岩倉支部

江口　璃乙 岩倉支部 渕上　夢那 岩倉支部 伊藤　悠 岩倉支部

水野　力斗 岩倉支部 江口　天翔 岩倉支部 千種　すず 津支部

杉山　叶芽 津支部 千種　蓮菜 津支部 菅原　慶仁 津支部

須原　羽琉 津支部 万代　健翔 津支部 諏訪部　英太 津支部

西山　大登 津支部 富田　仁黄 津支部 大野　真緒 岐刑支部

山川　朱梨亜 岐刑則松支部 浅井　梓恵奈 水風会　名東支部 伊藤　大和 愛空塾　桑名支部

山中　一輝 愛空塾　四日市南支部 川上　駿和 愛空塾　四日市南支部 寺本　光希 愛空塾　三重支部

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

井本　日菜 一宮大和支部 松波　里奈 岐阜支部 松波　奈々 岐阜支部

上野　翔太郎 岐阜支部 池田　陽菜 進和会　木曽川支部

　　　　　　　　 受審者　10名 合格者　4名 （受験番号順）

平澤　研司 空童各務原支部 伊藤　允紀 丸杉支部 古宮山　新悟 岐阜大学　空手道部

青木　佑奈 岐阜大学　空手道部

　　　　　　　　 受審者　12名 合格者　5名 （受験番号順）

横家　世羅 一宮大和支部 宮地　優弥 水風会　本部 小野　聡 北方支部

川上　夢乃 水風会　江南支部 横井　香利 錬成館

　　　　　　　　 受審者　4名 合格者　2名 （受験番号順）

梶川　莉央 津支部 モンタルボ　ホセ　ミゲル 水風会　石黒道場

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

初　　段初　　段初　　段初　　段


