
剣道初・二段審査会合格者　平成30年6月10日(日)　養浩館

【初段】 【二段】

氏名 所属 氏名 所属

1 白鳥　遥美 安倍川中 1 柴戸 恵比寿 安倍川中

2 及川　慶人 安東中 2 海野　 悠 安東中

3 松尾　杏介 安東中 3 岩本　輝正 大里中

4 吉川　奈歩 安東中 4 松永　朋己 大里中

5 小嶋　花野 大里中 5 松山　千尋 大里中

6 平賀　 天 大里中 6 石川　紗帆 興津中

7 森下 真千子 大里中 7 高久　修人 科学技術高

8 吉川　隼勢 興津中 8 才茂　茉由 翔洋中

9 天野　創太 長田西中 9 原　 陸土 翔洋中

10 小出　美咲 長田西中 10 松木　高也 翔洋中

11 齊藤　秋桜 長田西中 11 森田　ゆず 籠上中

12 佐藤　 和 長田西中 12 大川 凜汰郎 蒲原中

13 杉山　湧音 長田西中 13 大矢　隼士 清武館

14 髙橋　芽依 長田西中 14 萩原　佑理 静岡高

15 土屋　涼香 長田西中 15 鈴木　斗夢 静岡商業高

16 伏見　 凌 長田西中 16 三好　右人 静岡商業高

17 小林　 葵 長田南中 17 伊藤　衿香 静岡西高

18 大村　喜助 籠上中 18 繁本 星梨奈 静岡西高

19 出口 珠梨亜 籠上中 19 遠藤　寛太 静岡農業高

20 菊池　彩音 観山中 20 花村 美重子 静岡農業高

21 佐藤　摩耶 観山中 21 金子　 敦 静大付属中

22 廣瀬　新太 蒲原中 22 川又　悠理 清水第一

23 内記　 悠 静岡商業高 23 小林　昂生 清水第一

24 松下　浩也 静岡商業高 24 杉山　壮汰 清水第一

25 廣田　真由 静岡大 25 橋口　侑典 清水第一

26 大畑 美知花 静岡農業高 26 川口　詩織 清水七中



27 中村　志穂 静岡農業高 27 仲田　拓馬 清水七中

28 遠藤　滉也 清水第一 28 山本 菜央人 清水七中

29 上原　 巡 清水七中 29 望月　太陽 清水東高

30 喜田　智子 清水七中 30 伊澤　大輔 城内中

31 杉山　 葵 清水七中 31 高山 慎之輔 城内中

32 田中康太 清水七中 32 増田　 舜 城内中

33 谷口　瑠音 清水七中 33 杉田　大和 城山中

34 井指　陽太 城内中 34 石田　千夏 末広中

35 石原 みのり 城内中 35 黒滝　渓太 末広中

36 市澤　佑太 城内中 36 貫　 美羽 末広中

37 竹田　寿生 城内中 37 細野 かな子 末広中

38 服部　幸汰 城内中 38 平本　直之 聖光学院中

39 石野 美沙季 翔洋中 39 高橋　 聡 大剣会

40 浦川　敬真 翔洋中 40 石田　奏羅 服織中

41 室岡　真光 翔洋中 41 伊藤　大遥 服織中

42 山田　大貴 翔洋中 42 鈴木　絢羽 服織中

43 杉山　亜衣 末広中 43 森　 雅美 服織中

44 田久　園子 末広中 44 上倉　華倫 南中

45 中田　 然 末広中 45 佐藤　宏太 南中

46 水野　莉子 末広中 46 鈴木　 綸 南中

47 稲葉　晴紀 聖光中

48 相羽　 光 高部剣スポ

49 相羽　静江 高部剣スポ

50 高橋　大翔 高部剣スポ

51 野毛　大雅 高松中

52 村田　悠菜 高松中

53 森﨑 ひまり 高松中

54 柴田　 栄 拓心会

55 鈴木　礼子 拓心会

56 西澤　和子 拓心会



57 河村　 樹 常葉橘高

58 今橋　俊太 豊田中

59 宅間　未来 豊田中

60 望月　妙栞 豊田中

61 小泉　貴都 服織中

62 田村　美緒 服織中

63 藤見 かれん 服織中

64 谷津　亜門 服織中

65 永田　陸斗 東中

66 中村　芽唯 東中

67 増田　海斗 東中

68 鈴木　花歩 付属静中

69 曾根田 和義 北部体教

70 依田　紘登 南中


