
剣道級位審査会合格者　平成30年10月27日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 塩崎　琴巴 市立高 1 石田　昇大 安東剣教

2 杉本　郁斗 市立高 2 宮野　峻 安東中

3 加藤　龍季 観山中 3 佐藤　健太 安東中

4 新藤　雪愛 観山中 4 小杉　直輝 安東中

5 嶋本　照也 観山中 5 渡邉　留以 安東中

6 青木　美都 興津剣友会 6 美和　優里 安東中

7 伊藤　友翔 高部剣スポ 7 香野　美鈴 蒲原中

8 渡邉　成海 小島中 8 伊藤　崇 観山中

9 三好　日菜 城山中 9 岸山　友紀 観山中

10 岡本　佳也 城内中 10 古谷　和果 観山中

11 広田　倖大 城内中 11 袴田　侑愛 観山中

12 渡邊　 仁 城内中 12 勝瀨　優花 観山中

13 平岡　 葵 清水七中 13 森島　咲希 観山中

14 渡邊　美涼 清水第一 14 石原　真穂 観山中

15 西貝　瑞稀 清水東高 15 鈴木　綸花 観山中

16 村上　羽汰 清水二中 16 新貝　響生 興津剣友会

17 土井　彰大 清水二中 17 山﨑　琢巳 小島剣スポ

18 大畑　優翔 聖光中 18 平島　希海 城山中

19 塩川　太陽 大剣会 19 加藤　珠葵 城内中

20 石橋　ひかり 大剣会 20 小杉　歩己 城内中

21 大石 凛太郎 大剣会 21 森　まつり 城内中

22 浦　結月花 大浜剣友会 22 杉浦　彩夏 城内中

23 小池　涼生 大里中 23 前田　絵菜 城内中

24 大山　岳琉 中央体剣教 24 疋野　遣 城内中

25 今村　光 長田西中 25 鈴木　継乃 城内中

26 徳澄　要 長田体剣教 26 佐古　萌奈 新運館

27 大榎　鈴乃 長田南中 27 大勝　晴加 新運館

28 川村　日菜 鉄誠会 28 井上　智晴 清水第一

29 鎌田　隼斗 東中 29 菅　隆太 清水第一

30 髙橋　伊吹 南中 30 石脇　愛華 清水第一

31 筑地　悠太 富剣会 31 田形　なつみ 清水第一

32 島村　虹輝 富剣会 32 剱持　海來琉 清水第一

33 川原　右護 豊田中 33 松井　芙佑香 清水二中



34 永野　陽己 北部体剣教 34 西井　千恵 清水二中

35 菅沼　愉太 用宗剣スポ 35 天野　美羽 清水二中

36 白井　康一朗 清水二中

37 末吉　美南海 清水二中

38 芝口　幸汰 静岡学園中

39 菅沼　伊織 静岡学園中

40 永島　幌大 大剣会

41 高橋　和宏 大剣会

42 細川　晃佑 大剣会

43 秋山　侑大 大剣会

44 大竹　逸 大剣会

45 齋藤　帆志 大剣会

46 岩本　航成 大浜剣友会

47 小椋　円 大浜剣友会

48 丸野　優星 大里中

49 近藤　隼人 大里中

50 近藤　理琴 大里中

51 高松　渓 大里中

52 大石　悠月 大里中

53 髙橋　未治 大里中

54 塩澤　陸太郎 長田西中

55 吉井　美貴 長田西中

56 吉澤　舞夏 長田西中

57 佐々木　清瑛 長田西中

58 細川　夏央 長田西中

59 浅場　悠真 長田西中

60 望月　理史 長田西中

61 有村　璃那 長田西中

62 田中　朝陽 鉄誠会

63 山﨑　舞華 東中

64 石原　菜凪 東中

65 野崎　祐晴 東中

66 野崎　陽仁 東中

67 鈴木　悠羅 東中

68 山内　美南 南中

69 兒島　樂 美和中

70 杉山　諒 富剣会



71 寺田　彩夏 附属静岡中

72 澤井　泰明 附属静岡中

73 宮本　穏果 服織中

74 原田　静一 服織中

75 石山　秀 服織中

76 大橋　柊里 服織中

77 谷津　結友 服織中

78 池田　虎太郎 服織中

79 渡部　晟 服織中

80 里見　瑛陽 服織中

81 定月　悠希 碧雲館

82 永野　遥愛 豊田中

83 徳𠮷　美怜 豊田中

84 望月　耶子 豊田中

85 萩原　花衣 末広中

86 野﨑　蒼来 末広中

87 関谷　勇登 籠上中

88 森田　琥太 籠上中

89 南條　希生斗 籠上中

90 富所　拓磨 籠上中

91 柳　琴水 籠上中

92 大石　歩 颯志会



【3級】

氏名 所属

1 永井　裕也 ヤマスポ

2 牧野　壮真 ヤマスポ

3 黒田　侑里 安東剣教

4 黒田　栞里 安東剣教

5 水谷　蒼天 観山中

6 池田　敬紘 観山中

7 辻　響貴 観山中

8 望月　美麗 観山中

9 森藤　ひな 高部剣スポ

10 的場　菜歩 高部剣スポ

11 的場　千歩 高部剣スポ

12 堀江　瑚々美 高部剣スポ

13 小田巻　駿 若竹会

14 望月　友翔 若竹会

15 鷲巣　友菜 若竹会

16 田嶋　結衣 城山中

17 富樫　佳希 城山中

18 山﨑　隼 城内中

19 川上　りら 城内中

20 伊藤　柚音 新運館

21 塩澤　空路 清水第一

22 杉山　優輝 清武館

23 滝田　鼓太朗 清武館

24 井上　夢音 聖光学院中

25 田中　寿幸 聖光学院中

26 山田　華暖 大剣会

27 小宮山　響也 大剣会

28 松下　昂平 大剣会

29 森澤　茉琳 大剣会

30 石橋　慎一朗 大剣会

31 前島　さくら 大剣会

32 八木　遥叶 大剣会

33 櫻沢　颯馬 大剣会

34 浦　一哲 大浜剣友会

35 堀川　裕史 大浜剣友会



36 西川　昌毅 大里中

37 楠　凛菜 大里中

38 樋口　正人 大里中

39 小澤　将弥 東中

40 水谷　心優 東部体剣教

41 杉澤　葉留加 附属静岡中

42 相馬　明桜泉 附属静岡中

43 髙橋　桃 武修館

44 前田　武瑠 服織中

45 細貝　悠菜 豊田中

46 柴田　真祈 豊田中

47 小野　天裕 豊田中

48 望月　滉太 豊田中

49 荒木　元 末広中

50 石川　温大 錬心館

51 矢部　祐人 錬心館

52 宮原　敬汰 籠上中

53 池ヶ谷　煌太 颯志会


