
開催日　： 開催会場　：

受審者　133名 合格者　100名 （受験番号順）

野中　太仁郎 水風会　石黒道場 大坪　恭也 水風会　石黒道場 柴山　倫太郎 水風会　石黒道場

尾里　昊哉 水風会　石黒道場 河村　恭吾 水風会　石黒道場 舩橋　悠真 水風会　石黒道場

廣瀨　こころ 水風会　石黒道場 下元　大輝 水風会　石黒道場 池上　優 水風会　石黒道場

田畑　智稀 水風会　本部 水谷　泰河 水風会　石黒道場 坂元　隆文 水風会　石黒道場

今井　一海 水風会　本部 小林　玄弥 水風会　本部 那須　雄太 水風会　本部

岡田　馨太 水風会　本部 武本　覇叶 水風会　本部 吉川　翠 水風会　本部

川手　朝陽 水風会　本部 大瀧　六花 水風会　本部 奥川　栞ノ花 水風会　本部

野田　康生 水風会　本部 伊藤　香琳 水風会　本部 池戸　福史 水風会　本部

ﾌﾗｲﾊﾞｰｸﾞ　ｹｲﾝ 水風会　本部 大野　快 水風会　本部 伊地知　基 水風会　本部

浅井　佑斗 水風会　本部 金山　侑樹 水風会　本部 則竹　唯我 水風会　江南支部

纐纈　悠也 水風会　江南支部 品川　律歌 水風会　江南支部 脇田　隼英 水風会　江南支部

前川　颯汰 水風会　江南支部 高橋　勇陽 水風会　江南支部 鈴木　貫太 水風会　江南支部

曽根　広翔 水風会　江南支部 久留　蒼太 水風会　江南支部 眞野　巧都 水風会　江南支部

彦坂　優音 水風会　江南支部 日下部　奈々美 水風会　江南支部 大西　勇次 水風会　本部

橋本　百加 水風会　本部 近藤　奏太 水風会　愛西支部 森　蒼太 水風会　愛西支部

長戸　太吾 岩倉支部 水野　功也 岩倉支部 比地　諒汰郎 岩倉支部

西村　華帆 津支部 貴志　七生 津支部 二之湯　蓮 津支部

佐野　颯太 津支部 杉谷　美來 愛空塾　四日市南支部 山下　結愛 津支部

石原　樂人 錬成館 大崎　瑶代 錬成館 神谷　理緒 錬成館

長崎　由佳 錬成館 長崎　大翔 錬成館 星野　真生 錬成館

渡辺　璃空 美濃支部 八木　涼太朗 美濃支部 矢嶋　瑚子 美濃支部

足立　柚花 美濃支部 杉江　出帆 愛空塾　南陵支部 横井　貫芭絆 愛空塾　南陵支部

深山　翔 神岡道場支部 幅上　泰地 高山支部 伊藤　佑馬 丸杉支部

野尻　曖琉 丸杉支部 上園　未来 羽島支部 近藤　甚太 羽島支部

清沢　滉飛 名空会　池田支部 竹中　秋京 名空会　池田支部 河合　妃奈花 名空会　池田支部

山口　ゆいこ 名空会　岐阜支部 伊藤　瑚太 本巣支部 畑中　佑太 本巣支部

松本　僚 水風会　本部 木村　莉子 一宮大和支部 横井　美羽 水風会　本部

宮地　紗衣 一宮大和支部 高橋　こうめ 一宮大和支部 面家　早百合 岐刑支部

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１１月４日（日）



青木　香子 高山支部 戸松　尚資 一宮支部 木村　玲心 一宮支部

橋本　昌樹 水風会　本部 原　天澄 岐刑支部 丹羽　禮音 郡上支部

早川　怜希 郡上支部 加藤　琥士郎 郡上支部 杉山　裕梧 北方支部

小宮　陸 北方支部 近藤　瑛太 北方支部 林　祐太 水風会　本部

古賀　巧望 陽南支部 小寺　優心 陽南支部 松久　雄輝 陽南支部

今井　咲希 東海緑陽館支部

受審者　75名 合格者　42名 （受験番号順）

横井　孝祐 水風会　愛西支部 畑中　陽人 水風会　愛西支部 能島　加奈 錬成館

市川　幸歩 水風会　愛西支部 大野　晃生 水風会　名東支部 近藤　理士 水風会　名東支部

モンタルボ　レイモンド 水風会　石黒道場 能又　美羽 水風会　石黒道場 吉川　瑛 水風会　本部

岸　麻帆里 岩倉支部 吉水　洸凱 錬成館 山田　梨央 錬成館

兵　太良 錬成館 吉水　心彩 錬成館 佐伯　青空 神岡道場支部

清水　祐輝 神岡道場支部 洞　怜衣哉 神岡道場支部 福田　花音 岐刑支部

原　凉澄 岐刑支部 大野　達也 岐刑支部 諏訪　絢土 津支部

加藤　玲生 津支部 河内　愛斗 津支部 河内　心愛 津支部

堀田　恭右 津支部 堀岡　未来 津支部 有松　繫 津支部

新庄　宗一郎 津支部 松岡　瑞季 一宮葉栗支部 岩田　真依 一宮葉栗支部

國領　結兜 中島支部 永松　凛莞 愛空塾　常滑支部 都築　和輝 愛空塾　常滑支部

福井　美柔 一宮大和支部 中野　里咲 一宮大和支部 木村　華子 一宮大和支部

松島　碧志 東海緑陽館支部 木村　心菜 東海緑陽館支部 松島　彩純 東海緑陽館支部

中垣　慶人 名空会　岐阜支部 日比　奏 羽島支部 鵜飼　梓未 一宮葉栗支部

　　　　　　　　 受審者　12名 合格者　6名 （受験番号順）

古川　晃規 一宮葉栗支部 幸脇　千龍 中津川支部 菅原　哲徳 愛空塾　桑名支部

日比　忍 羽島支部 櫻井　汐里 津支部 石原　貴子 錬成館

　　　　　　　　 受審者　10名 合格者　5名 （受験番号順）

岩瀬　貴哉 中島支部 河村　和明 名空会　池田支部 間宮　規暁 愛空塾　南陵支部

泉　浩之 水風会　石黒道場 佐野　絵理子 愛空塾　桑名支部

　　　　　　　　 受審者　11名 合格者　6名 （受験番号順）

後藤　拓倖 水風会　石黒道場 城野　殊稼 名空会　岐阜支部 鈴木　優香 津支部

横井　明香 愛空塾　南陵支部 井下田　早苗 水風会　本部 金森　愛子 岐阜支部

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


