
剣道級位審査会合格者　平成29年10月7日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 諏訪　椋飛 安東中 1 杉本　 結 安東剣教

2 灰谷　 倫 蒲原剣少 2 鈴木　朝陽 安東剣教

3 鈴木　陽介 蒲原剣少 3 西村　羊詩 安東剣教

4 柿沼　大慶 剣誠会 4 髙橋　里緒 安東中

5 福島　雄貴 高部剣スポ 5 久保 伸太郎 安東中

6 川口咲哉 三保剣ク 6 森田　咲希 安東中

7 岩本　大和 小島剣スポ 7 吉川　奈歩 安東中

8 須藤　 歩 城山中 8 及川　慶人 安東中

9 市澤　佑太 城内中 9 渡邊　優斗 安倍川中

10 川村　 樹 常葉橘高 10 白鳥　遥美 安倍川中

11 佐久間 千晶 常葉橘高 11 内田　怜心 蒲原剣少

12 伊藤　茜音 新運館 12 牧田　陽向 蒲原剣少

13 山崎 龍之介 清水二中 13 渡邊　龍弥 蒲原中

14 内野　 祥 清水六中 14 下山　柊士 観山中

15 内山　航汰 聖光学院中 15 畠山　健斗 観山中

16 稲葉　晴紀 聖光学院中 16 佐藤　 杏 観山中

17 内記　 悠 静岡商業高 17 佐藤　摩耶 観山中

18 松下　浩也 静岡商業高 18 菊池　彩音 観山中

19 石田　誠季 大浜剣友会 19 村田　悠菜 高松中

20 大畑　結奈 長田西中 20 蔵敷　爽花 高松中

21 野口　莉菜 長田西中 21 森崎 ひまり 高松中

22 鈴木　蒼平 篤誠館 22 太田　希望 高松中

23 川越　彩生 美和剣正会 23 澤潟　春花 高松中

24 市川　冬馬 美和剣正会 24 上山　いゆ 高松中

25 杉田　真帆 付属中 25 遠藤　心平 高部剣ス

26 川畑　文乃 武修館 26 遠藤　 柊 城山中



27 繁田　有翔 北部体剣教　　 27 石原 みのり 城内中

28 望月　大馳 用宗剣スポ 28 井指　陽太 城内中

29 野毛　大雅 錬心館 29 渡邊　 仁 城内中

30 室岡　真光 翔洋中 30 山本　梨愛 城内中

31 山田 いおり 新運館

32 山本　 結 清水一中

33 小澤　悠良 清水七中

34 上原　 巡 清水七中

35 喜田　智子 清水七中

36 谷口　瑠音 清水七中

37 杉山　 葵 清水七中

38 遠藤　滉也 清水第一

39 渡邊　萌花 清水第一

40 中村　陽太 清水二中

41 佐藤　弘隆 清武館

42 塩川　太陽 大剣会

43 森下 真千子 大里中

44 奈良 海人暖 大里中

45 曽根　貴裕 大里中

46 小嶋　花野 大里中

47 平賀　 天 大里中

48 大山　岳琉 中央体剣教

49 小出　美咲 長田西中

50 齊藤　秋桜 長田西中

51 今野太智 長田西中

52 櫻井 隼士郎 長田西中

53 松浦　聖奈 長田西中

54 土屋　涼香 長田西中

55 中尾　美侑 長田西中



56 高橋　芽依 長田西中

57 天野　創太 長田西中

58 伏見　 凌 長田西中

59 佐藤　 和 長田西中

60 小林　 葵 長田南中

61 戸塚　雅喜 鉄誠会

62 増田　海斗 東中

63 藤浪　壮馬 東中

64 中村　芽唯 東中

65 永田　陸斗 東中

66 伊藤　奨悟 東部体剣教

67 柴山　竜成 篤誠館

68 宮地　一颯 篤誠館

69 岡田　康平 篤誠館

70 中村　朱莉 南中

71 佐藤　波音 南中

72 栗山　明登 南中

73 佐野　皓陸 南中

74 依田　紘登 南中

75 大杉　駿太 南部体剣教

76 阿比留 志央 浜田剣教

77 鈴木　花歩 付属中

78 築地　悠太 富剣会

79 田村　美緒 服織中

80 小泉　貴都 服織中

81 望月　妙栞 豊田中

82 宅間　未来 豊田中

83 平岡　花菜 豊田中

84 今橋　俊太 豊田中

85 三室　夏海 豊田中



86 杉山　亜衣 末広中

87 水野　莉子 末広中

88 鈴木　 碧 末広中

89 佐々木 寿弥 末広中

90 田久　園子 末広中

91 中田　 然 末広中

92 新庄　 翼 末広中

93 長尾　紗花 用宗剣スポ

94 田畑　瑛弘 用宗剣スポ

95 高山　真緒 錬心舘

96 出口 珠梨亜 籠上中



【3級】

氏名 所属

1 真田　莉杏 安東剣教

2 早津　 蒼 蒲原剣少

3 加藤　龍季 観山中

4 竹浪　 剛 観山中

5 伏見　 絆 興津剣友会

6 新貝　響生 興津剣友会

7 大村　 航 興津剣友会

8 北澤 大唯紀 興津剣友会

9 杉山　翔摩 興津剣友会

10 石川　航大 高松中

11 杉山 幸次郎 小島剣スポ

12 山﨑　琢巳 小島剣スポ

13 三好　日菜 城山中

14 大勝　晴加 新運館

15 村上　羽汰 清水一中

16 佐野　愛実 清水七中

17 平岡　 葵 清水七中

18 渡邊　美涼 清水第一

19 水越　陽福 清水第一

20 土井　彰大 清水二中

21 大矢　智士 清武館

22 大竹　 逸 大剣会

23 櫻野　優斗 大里中

24 土屋　荘司 大里中

25 小池　涼生 大里中

26 尾形　恵汰 大里中

27 大石 靖太郎 中央体剣教

28 村上　 慧 中央体剣教



29 荒木　隆汰 中央体剣教

30 増田 萌々花 長田南中

31 田寺　柊斗 篤誠館

32 髙橋　伊吹 南中

33 大石　穂香 南中

34 辻村　航大 南部体剣教

35 松永　 潤 南部体剣教

36 髙橋　咲羽 南部体剣教

37 松本　一希 美和剣正会

38 望月　恵太 美和剣正会

39 川崎　淳太 美和剣正会

40 瀧口　瑠嘉 美和剣正会

41 山内　英司 美和剣正会

42 徳澄　 要 付属中

43 守屋　伊織 豊田中

44 海野　 賢史 末広中

45 小長井 春佳 籠上中


