
（受験番号順）

◆ ◆ ◆ ◆ 年少初段年少初段年少初段年少初段

森本　琉雅 知空会　春日井支部 西垣　颯太郎 知空会　春日井支部 大橋　諒汰 錬成館

加藤　麻実 錬成館 加藤　廉 泰誠会 七役　拓斗 泰誠会

田中　一槙 泰誠会 伊藤　瑞貴 泰誠会 安田　智美 泰誠会

河瀬　結友 泰誠会 瀬戸　優希 泰誠会 内海　奈瑞菜 泰誠会

若尾　信幸 空童各務原支部 福田　捷人 岡崎竜城会　矢作支部 伊奈　奏樹 岡崎竜城会　矢作支部

杉山　陽香 岡崎竜城会　矢作支部 明壁　拓未 愛空塾　南陵支部 鈴木　智也 愛空塾　常滑支部

田岡　美紗 中京会　八事空手道場 小林　勇輝 中京会支部 山田　樹 名空会　本部

米田　涼人 知空会　横山支部 大津　有稀 知空会　横山支部 百瀬　貴都 知空会　横山支部

伊藤　梓 知空会　横山支部 山口　諒真 知空会　横山支部 源口　晴香 知空会　横山支部

千葉　龍之助 知空会　横山支部 百﨑　真司 知空会　横山支部 原田　麗花 生和会

市野　央崇 育英館武道場 竹内　寅博 岡崎　六名支部 村上　達哉 岡崎　六名支部

福園　未来 岡崎　六名支部 久世　竜嗣 岡崎　六名支部 佃　友幸 愛空塾　半田支部

新保　太基 愛空塾　半田支部 三國　悠馬 愛空塾　半田支部 間瀬　啓太 愛空塾　半田支部

大岡　大祐 名空会　豊田支部 内田　泰蔵 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 酒井　春佳 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

林　郁弥 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 清水　宗一郎 名空会　研修ｾﾝﾀｰ 長谷川　祐乃 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

牧野　良太 小牧支部 打田　泰清 小牧支部 伊藤　聖人 小牧支部

岩切　慎哉 小牧支部 小積　衿果 小牧支部 中村　優里 小牧支部

酒井　皓晟 津支部 西野　沙耶 津支部 東　宏弥 津支部

森本　光太郎 津支部 北野　拓海 津支部 永楽　はな 津支部

岩城　尚弥 津支部 奥田　航生 津支部 山口　真輝 津支部

三谷　朋也 津支部 井戸本　龍斗 津支部 菅尾　翼 津支部

金丸　昴生 津支部 内田　尚杜 津支部 杉本　龍弥 士空会　四日市支部

光武　治哉 津支部 市川　拓弥 津支部 金田　美穂 津支部

金田　万実 津支部 伊藤　睦人 愛空塾　三重支部 市川　裕司 愛空塾　三重支部

松本　凌芽 水風会　日進支部 古川　竜聖 水風会　日進支部 加藤　駿 水風会　日進支部

向江　真聖 水風会　日進支部 森下　堅心 水風会　名東支部 山森　裕人 水風会　名東支部

竹永　萌貴 水風会　名東支部 近藤　侑耶 水風会　名東支部 重田　剛志 水風会　名東支部

山口　泰斗 水風会　名東支部 村瀬　司 小牧支部 市川　史樹 小牧支部

迫　祐太 知空会　本部 寺本　拓海 知空会　本部 細田　和敬 知空会　本部

杉浦　海斗 知空会　本部 船橋　拓斗 知空会　本部 早川　拳叶 知空会　本部

平尾　冬奈 知空会　本部 鈴木　淳也 知空会　豊山支部 河邊　魁斗 知空会　豊山支部

野田　尚紀 知空会　豊山支部

◆ ◆ ◆ ◆ 年少年少年少年少２２２２段段段段

近藤　沙帆 錬成館 堀内　沙恵 錬成館 村木　亮太 愛空塾　半田支部

川喜田　萌 岡崎武道場 稲垣　更紗 岡崎武道場 岩松　桃加 名空会 豊田

川上　莉奈 名空会 豊田 中浜　和哉 名空会 研修ｾﾝﾀｰ 杉浦　完征 岡崎　六名支部

光武　奈佑 津支部 男鹿　智哉 津支部 加納　史皓 津支部

坂田　隆晟 津支部 浜田　京香 錬成館 長澤　愛 水風会 名東支部

光井　比呂 水風会 名東支部 後藤　大河 水風会 名東支部 鈴木　詩織 名空会　本部



◆ ◆ ◆ ◆ 一般初段一般初段一般初段一般初段

下里　昌広 知空会　春日井支部 木戸　長則 知空会　春日井支部 佐野　隆 泰誠会

後藤　ルミ子 拳誠会 早川　佳宏 愛空塾　知多支部 山門　文栄 小牧支部

中村　浩次 津支部 村田　順次 津支部 杉本　香織 士空会　四日市支部

廣田　幸子 士空会　四日市支部 鈴木　俊秀 士空会　四日市支部 津川　利奈 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

松原　浩二 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

◆ ◆ ◆ ◆ 一般一般一般一般２２２２段段段段

安原　小友美 知空会　豊山支部 須納瀬　ひとみ小牧支部 中野　利雄 名空会　研修ｾﾝﾀｰ

別所　義啓 津支部 稲葉　嘉久 津支部 奥田　光則 津支部

関戸　真紀 津支部 赤岡　実和 岐刑支部 田中　千瑛 岐刑則松支部

◆ ◆ ◆ ◆ 一般一般一般一般３３３３段段段段

成木　俊介 愛空塾　半田支部 田嶋　秀紀 愛空塾 四日市南支部 河合　志保 陽南支部

森田　誉子 羽島支部 伊豫田　友紀 岡崎竜城会支部 鈴木　理智 岡崎竜城会支部

小林　勇介 名空会　本部 稲葉　勇治 中京会支部 清水　明毅 名空会 研修ｾﾝﾀｰ


