
開催日　： 開催会場　：

受審者　115名 合格者　74名 （受験番号順）

野田　陸 水風会　本部 佐藤　あずみ 水風会　愛西支部 渡辺　乃愛 水風会　愛西支部

近藤　寛斗 水風会　愛西支部 石原　颯人 錬成館 野田　春馬 錬成館

能島　好花 錬成館 吉口　心晴 成友塾　小坂井支部 伊藤　志音 中京会支部

石倉　流斗 中京会支部 安藤　利宇 水風会　名東支部 星野　吏玖 水風会　日進支部

渡邉　晄成 水風会　名東支部 山下　煎太郎 水風会　名東支部 渡部　達也 水風会　名東支部

郡　隆一郎 水風会　名東支部 井出　大心 水風会　名東支部 早川　舜二郎 水風会　名東支部

小林　靖奈 泰誠会 基村　力 岡崎武道場 大佐々　湊 岡崎武道場

馬場　健心 岡崎武道場 山田　結煌 岡崎武道場 藤本　陽輝 小牧支部

西垣　雪衣 小牧支部 桐山　紘 小牧支部 水野　誠二郎 小牧支部

北川　蒼唯 小牧支部 青木　悠 岡崎竜城会支部 馬　艾琪 岡崎竜城会支部

木村　侑姫 岡崎龍城会　大樹寺支部 栗野　琴絵 岡崎龍城会　大樹寺支部 杉﨑　夢奈 岡崎　六ツ美支部

河嶋　唯花 岐東支部 河嶋　寛太 岐東支部 細田　瑛斗 拳誠会

佐々木　健太 拳誠会 森川　紗凪 育英館武道場 酒井　美幸花 育英館武道場

牧戸　陸人 知空会　知立支部 福山　竜之介 知空会　知立支部 平野　煌丈 知空会　知立支部

辻　晃成 知空会　春日井支部 清水　慎二郎 名空会　瀬戸支部 大島　悠希 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

古田　莉乃 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 古田　結愛 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 菅野　吏星 知空会　横山支部

清水　幹太 知空会　横山支部 山本　創生 一宮大和支部 角谷　汐凛子 育英館　碧南支部

池田　聡太 育英館　碧南支部 向林　巧貴 古川支部 名越　真菜 知空会　安城支部

山浦　聖也 達和会 髙橋　銀河 達和会 宮城　青空 達和会

吉川　晴貴 達和会 内田　龍空 岡崎武道場 山平　蒼空 愛空塾　三重支部

城田　大翔 愛空塾　三重支部 太田　湊貴 愛空塾　三重支部 中村　晃太 愛空塾　三重支部

昆野　風眞 愛空塾　知多支部 下村　冴介 愛空塾　知多支部 長坂　拓歩 愛空塾　知多支部

細谷　柚葉 愛空塾　知多支部 多賀橋　みのり 名古屋南支部 平田　咲空 知空会　名古屋支部

亀山　蒼論 知空会　名古屋支部 安藤　陸 愛空塾　常滑支部 藤井　ひめか 愛空塾　常滑支部

山下　実桜 愛空塾　常滑支部 山下　真依愛 愛空塾　常滑支部

和 道 会 段 位 　合 格 者

審査会　：　和道会東海本部　愛知会場

令和元年１１月１０日（日） 愛知県武道館

年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段年 少 初 段



受審者　46名 合格者　31名 （受験番号順）

塩澤　一翔 錬成館 星野　真生 錬成館 神谷　理緒 錬成館

長崎　由佳 錬成館 宮地　晴斗 中京会支部 阪野　佑弥 中京会支部

加藤　瑞己 泰誠会 山田　虎士郎 泰誠会 光島　銀次朗 達和会

金山　侑樹 水風会　本部 山内　幸生 岡崎武道場 馬場　琉星 岡崎武道場

小野塚　左近 知空会　安城支部 久田　琥珀 愛空塾　青海支部 梛川　紗也乃 愛空塾　青海支部

野﨑　大貴 小牧支部 永田　恭史朗 小牧支部 加藤　旬翔 小牧支部

藤本　玲恩 小牧支部 西垣　梨夏 小牧支部 横井　貫芭絆 愛空塾　南陵支部

亀崎　望愛 七宝支部 上田　愛莉 七宝支部 筒井　遥音 岡崎　六ツ美支部

木村　莉子 一宮大和支部 中山　幹大 岡崎　六ツ美支部 村瀬　仁胡 愛空塾　知多支部

谷口　悠 愛空塾　知多支部 松田　陸斗 愛空塾　常滑支部 山下　波恩 愛空塾　常滑支部

園部　絆 知空会　安城支部

　　　　　　　　 受審者　15名 合格者　6名 （受験番号順）

窪田　透 泰誠会 足立　良樹 錬成館 鈴木　靖彦 水風会　日進支部

小林　邦広 錬成館 松野　沙紀 愛空塾　青海支部 佐々木　綾子 拳誠会

　　　　　　　　 受審者　7名 合格者　4名

浅井　信晴 泰誠会 河合　桃芳 岡崎龍城会　大樹寺支部 加藤　真弓 泰誠会

石原　貴子 錬成館

　　　　　　　　 受審者　7名 合格者　3名 （受験番号順）

山崎　　博 瑞空塾　至誠道場 毛利　秀昭 知空会　安城支部 北原　智美 知空会　春日井支部

　　　　　　　　 受審者　20名 合格者　8名 （受験番号順）

横山　昭吾 修空会 栄留　孝志 杉浦錬成塾　和道館 水野　有幸 知空会　横山支部

小川　貴大 名空会　池田支部 近藤　浩晃 水風会　愛西支部 加藤　久豊 中京会支部

下里　博人 名空会　池田支部 久水　清光 岡崎龍城会　大樹寺支部

　　　　　　　　 受審者　10名 合格者　4名 （受験番号順）

多賀橋　和寛 名古屋南支部 井下田　歩美 水風会　本部 加藤　茜 知空会　知立支部

酒井　あおい 水風会　本部

三　　段三　　段三　　段三　　段

四　　段四　　段四　　段四　　段

五　　段五　　段五　　段五　　段

年 少 弐 段年 少 弐 段年 少 弐 段年 少 弐 段

初　　段初　　段初　　段初　　段

二　　段二　　段二　　段二　　段


