
（受験番号順）

◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段◆  年 少 初 段

尾関　巧 水風会　江南支部 柴田　隼希 水風会　江南支部 川上　純也 水風会　本部

福嶋　俊介 水風会　本部 山内　華蓮 水風会　江南支部 小川　愛里 水風会　石黒道場

神谷　悠 水風会　本部 石黒　雄大 水風会　石黒道場 安藤　唯人 水風会　石黒道場

石黒　俊栄 水風会　石黒道場 吉田　祐生 水風会　石黒道場 牛野　出海 水風会　本部

田中　舜也 水風会　石黒道場 宮田　佳和 水風会　石黒道場 畑田　駿 水風会　本部

吉﨑　海修 水風会　本部 樋口　優海 水風会　本部 田中　希一 水風会　石黒道場

江本　玲実 進和会　木曽川支部 吉川　侑弥 名空会　本部 髙田　健伸 名空会　本部

豊田　陽也 本巣支部 白木　莉々香 神岡道場支部 傍島　木の香 美濃支部

渡邉　雅樹 名空会　池田支部 西谷　元 名空会　池田支部 内山　皓貴 空童各務原支部

清水　綜太 空童各務原支部 山本　竜大 空童各務原支部 川瀨　美希佳 空童各務原支部

吉岡　恭子 空童各務原支部 菅原　あい 空童各務原支部 北川　菜美 空童各務原支部

木村　太紀 尾西支部 杉岡　歩実 不破支部 佐藤　大明 不破支部

伊藤　勇志 本巣支部 若原　基 本巣支部 田中　稜人 丸杉支部

尾藤　佑飛 丸杉支部 佐野　里華 北方支部 曽我部　七海 北方支部

水野　裕喜 北方支部 沢井　駿介 一宮葉栗支部 小島　康作 一宮葉栗支部

北川　舞 一宮葉栗支部 熊崎　愛唯 一宮葉栗支部 木村　皐介 名空会　岐阜支部

木村　春妃 名空会　岐阜支部 臼井　大晃 名空会　岐阜支部 鈴村　奈々 錬成館

奥田　侑菜 錬成館 佐藤　舞奈 錬成館 髙木　美咲 錬成館

高橋　英里 陽南支部 堀田　雅人 陽南支部 桐山　健斗 陽南支部

宮代　侑歩 陽南支部 辛　千悦 陽南支部 櫻井　楽 岐阜支部

辻　要 岐阜支部 安田　志穂 岐阜支部 水谷　健人 岐阜支部

佐藤　龍明 岐阜支部 清水　誠人 水風会　本部 中野　幹太 水風会　本部

大河内　幹仁 水風会　本部 三輪　大介 水風会　本部 濱井　亮輔 岩倉支部

末吉　凱歩 岩倉支部 野々村　結実 岩倉支部 奥田　陵太郎 岩倉支部

大窪　優弥 岩倉支部 渡辺　健太 東海緑陽館支部 青垣　伶音 空童各務原支部

原　悠貴 岐南道場支部 早川　千晶 水風会　愛西支部 加藤　麻里杏 水風会　愛西支部

上垣内　秀頼 水風会　愛西支部 上垣内　愛 水風会　愛西支部 石原　智 水風会　愛西支部

石塚　健真 水風会　愛西支部 野道　悠作 水風会　愛西支部 椙村　祐香 水風会　愛西支部

日中　麻衣 水風会　愛西支部 楠本　剛史 水風会　愛西支部 川本　裕紀 水風会　愛西支部

田中　翔也 進和会　木曽川支部 佐藤　悠太 進和会　木曽川支部 藤澤　綾祐 進和会　葛谷道場

藤澤　沙紀 進和会　葛谷道場 片山　結惟 進和会　葛谷道場 西村　康史郎 古川支部

蒲　魅力 古川支部 美登　賢史朗 高山支部 清水　美優 古川支部

長谷川　千夏 中津川支部 三尾　弘樹 中津川支部 桐本　佳季 中津川支部



深谷　寛人 中津川支部 内木　翔也 中津川支部 伊藤　綜汰 中津川支部

河合　是輝 美濃支部 河﨑　愛菜 水風会　本部 浅野　桃香 中島支部

桐山　芧穂美 岐東支部 黒井　大智 稲羽支部 新井　雄心 錬成館

堀　源二郎 稲羽支部 内田　皓晶 稲羽支部 川口　裕凜華 名空会　豊田支部

日比谷　颯 名空会　豊田支部

◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段◆  年 少 ２ 段

西澤　知里 水風会　石黒道場 後藤　拓倖 水風会　石黒道場 杉山　天悠 水風会　石黒道場

樋口　拓海 水風会　本部 谷村　知信 本巣支部 渡邉　晃康 水風会　愛西支部

佐藤　太一 水風会　愛西支部 上滝　萌夏 水風会　愛西支部 平野　亜美 水風会　愛西支部

石原　聖士 水風会　愛西支部 上滝　裕貴 水風会　愛西支部 永田　愛葵 岩倉支部

中根　悠登 津支部 酒井　智咲 津支部 小椋　あづさ 尾西支部

今元　健太郎 名空会　岐阜支部 大石　啓明 名空会　岐阜支部 豊田　将宏 本巣支部

松井　開 不破支部 中谷　魁 神岡道場支部 吉永　大希 進和会　木曽川支部

沖田　圭亮 岐南道場支部 加藤　史也 名空会　豊田支部 松井　梓 名空会　豊田支部

稲川　津久海 進和会　葛谷道場 刀根　麗 進和会　葛谷道場

◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段◆  一 般 初 段

沢井　修 一宮葉栗支部 千田　利光 一宮葉栗支部 堀　正和 稲羽支部

沢井　恵子 一宮葉栗支部 熊崎　和美 一宮葉栗支部 佐藤　晴代 岩倉支部

増田　早穂子 岐阜支部 堀　さつき 空童各務原支部 大橋　君恵 空童各務原支部

◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段◆  一 般 ２ 段
小島　知之 一宮葉栗支部 北川　敦志 空童各務原支部 髙桑　守 空童各務原支部

黒木　啓渉 陽南支部 森　穂波 錬成館 福田　さえ子 水風会　本部

葛谷　美里 進和会　葛谷道場


