
剣道初・二段審査会合格者　平成29年6月11日(日)　養浩館

【初段】 【二段】

氏名 所属 氏名 所属

1 堀池　孝太 安倍川中 1 新庄　真子 安東中

2 上地　宥輝 安倍川中 2 須田　伊織 安東中

3 竹下　怜菜 安倍川中 3 浦　慎一郎 大浜剣友会

4 柴戸　恵比寿 安倍川中 4 今村　 歩 長田西中

5 小梁　銀志 安倍川中 5 三宅　 翼 長田西中

6 森　 菜摘 安東中 6 石上　夏輝 長田南中

7 志田　翔哉 安東中 7 長田 空太郎 長田南中

8 海野　 悠 安東中 8 花井　陽夏 長田南中

9 牧野　汐里 安東中 9 杉山　優未 長田南中

10 岩本　輝正 大里中 10 奈良間 琉架 籠上中

11 船木　弥士 大里中 11 岡村　瑠香 観山中

12 松永　朋己 大里中 12 田島　健祐 観山中

13 石川　紗帆 興津中 13 岩本　脩翔 観山中

14 伊藤　衿香 長田西中 14 峯村 明日斗 観山中

15 繁本 星梨奈 長田西中 15 佐野　秀晃 蒲原中

16 鈴木　健吾 長田西中 16 山崎　秀也 静岡北高

17 中野　智陽 長田南中 17 久保田 僚太 静岡市立高

18 速水　智也 長田南中 18 岩科　志歩 静岡市立高

19 金城　尚弥 小島剣友会 19 前田　亮人 静岡商業高

20 才茂　茉由 翔洋中 20 杉山　　楓 静岡農業高

21 原　 陸土 翔洋中 21 紺屋　実功 清水第一

22 松木　高也 翔洋中 22 佐藤　佑星 清水第一

23 池田　美咲 籠上中 23 甲斐 みさと 清水二中

24 森田　ゆず 籠上中 24 酒井　渉伍 清水二中

25 牧野　伸吾 蒲原剣少 25 大石　美咲 清水六中

26 佐野　晴香 蒲原中 26 的場　駿人 清水六中



27 大川 凜汰郎 蒲原中 27 大場　雅斗 清水六中

28 佐野　大輝 蒲原中 28 水元　勘太 城山中

29 伊丹　 順 蒲原中 29 萩原　夕鶴 末広中

30 大矢　隼士 清武館 30 海野　春奈 末広中

31 西山　瑠南 静岡高 31 笛田　佑磨 末広中

32 望月　凌香 静岡高 32 石原　裕將 末広中

33 鈴木　斗夢 静岡商業高 33 中村　 領 末広中

34 植野　多恵 静岡商業高 34 小森　 駿 駿河総合高

35 花村 美重子 静岡農業高 35 萩原　 怜 聖光学院高

36 長房　美月 静岡農業高 36 大石 嘉一郎 大剣会

37 永田　祐万 静岡東高 37 大海　 萌 高松中

38 田辺　 優 清水第一 38 高田　紗冴 高松中

39 杉山　壮汰 清水第一 39 曽根　綾人 豊田中

40 佐野　弘季 清水第一 40 丹羽 隆太郎 豊田中

41 橋口　侑典 清水第一 41 杉山　美里 服織中

42 中端　朔良 清水第一 42 宮本　樂実 服織中

43 川又　悠理 清水第一 43 佐藤 優紀菜 服織中

44 狩野　颯花 清水七中 44 佐竹　 令 服織中

45 仲田　拓馬 清水七中 45 田村　架稀 服織中

46 戸根木 遼真 清水七中 46 平川　洋斗 東中

47 川口　詩織 清水七中 47 大塩　亜美 東中

48 山本 菜央人 清水七中 48 植田　耕平 東中

49 久保田　想 清水二中 49 鎮寺　亜魅 南中

50 野下　浩司 清水二中 50 阿部　 亘 美和中

51 渡邉　祐菜 清水六中 51 市川　和輝 美和中

52 勝見　広輝 清水六中 52 澤　広耀 用宗剣スポ

53 薩埵　紅輝 清水六中

54 相澤　彩花 城内中

55 増田　 舜 城内中

56 伊澤　大輔 城内中



57 高山 慎之輔 城内中

58 松本　真徳 城内中

59 山本　雄大 城内中

60 杉田　大和 城山中

61 吉松　鈴音 新運館

62 伊泉　輝由 末広中

63 黒滝　渓大 末広中

64 大栁　八雲 末広中

65 貫　 美羽 末広中

66 石田　千夏 末広中

67 平本　直之 聖光学院中

68 佐藤　宏太 大剣会

69 高橋　 聡 大剣会

70 森　 雅美 服織中

71 永野　叶実 服織中

72 海野　修平 服織中

73 鈴木　絢羽 服織中

74 津布久 彰人 服織中

75 伊藤　大遥 服織中

76 小杉　真司 服織中

77 高村　 花 東中

78 八浪　智彰 静大附属中

79 上倉　華倫 南中


