
剣道級位審査会合格者　令和2年2月22日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 岸 奈津妃 安東中 1 小林　香晴 安東剣教

2 吉﨑　祐介 安東中 2 岩品　悠生 安東中

3 宮本　花凛 安東中 3 秋元　優希 安東中

4 宮本　莉音 安東中 4 清水　楓子 安東中

5 松井　信司 安東中 5 福山　裕太 安東中

6 松田　朔 安東中 6 岩﨑　拓海 安倍川中

7 土屋 虎治郎 安東中 7 堀越　大翔 安倍川中

8 小川 優津希 安倍川中 8 神保　龍希 剣誠会

9 後藤 夢里南 観山中 9 伊藤　涼音 常葉高

10 佐藤　はる 観山中 10 佐古 琥奈太 新運館

11 森竹　壯太 観山中 11 成澤　莉央 新運館

12 大澤　遥 観山中 12 白井 爽一朗 新運館

13 藤浪　佑真 観山中 13 柴田　亘 清水第一剣

14 福谷 カイル 観山中 14 榎本　弘美 清水二中

15 平野 由希香 観山中 15 渡邊 帆ノ風 清水二中

16 岡村　梨瑚 高松中 16 吉田　幹 聖光学院中

17 橋田　愛実 高松中 17 曾根　太一 聖光学院中

18 長島　栄汰 高松中 18 梅津　巧 聖光学院中

19 東井上 遥華 高松中 19 藤本 慶次郎 静岡農業高

20 望月　拓 高松中 20 榊原　加織 大里中

21 杉山　佳瑞 城山中 21 今野　太惺 長田体剣教

22 尾崎　陽斗 城山中 22 西野　陽向 長田南中

23 恒友　麻結 城内中 23 大倉　侑也 長田南中

24 佐々木 清成 城内中 24 竹田　拓実 南部体剣教

25 松永　栞汰 城内中 25 河内　基希 附属静岡中

26 大塚 陽太朗 城内中 26 武田　笑佳 附属静岡中

27 定脇　愛禾 城内中 27 山中　美海 武修館



28 伊藤　涼音 常葉高 28 設楽　和希 豊田中

29 室伏　健成 清水第一剣 29 武藤　由芽 北部体剣教

30 井出　空羽 清水二中 30 鈴木　太壱 用宗剣道会

31 鍋田　壮快 清水二中

32 望月　良惟 清水二中

33 春名　晃綺 清水六中 【3級】

34 嵐　洋太朗 清水六中 氏名 所属

35 乾　拓人 聖光学院中 1 菊池　束颯 SBS錬心館

36 藤本 慶次郎 静岡農業高 2 藤井 日代李 SBS錬心館

37 伊藤　稜 静岡北中 3 児玉　嵯莉 高部剣スポ

38 丸野　蒼人 大浜剣友会 4 大勝　絢加 新運館

39 宮折　小雪 大里中 5 白井 爽一朗 新運館

40 小林　征秀 大里中 6 本間　琴海 新運館

41 千葉 由愛乃 大里中 7 本間　悠太 新運館

42 大村　駿平 大里中 8 吉田　幹 聖光学院中

43 平賀　晴 大里中 9 曾根　太一 聖光学院中

44 杉村　拓実 中央体剣教 10 梅津　巧 聖光学院中

45 近藤　実俐 長田西中 11 西野　陽向 長田南中

46 粂田 きらり 長田西中 12 河内　基希 附属静岡中

47 若林　花奈 長田西中 13 武田　笑佳 附属静岡中

48 小出　風花 長田西中 14 設楽　和希 豊田中

49 杉浦　心 長田西中 15 井上　直倫 北部体剣教

50 齊藤　渚 長田西中

51 海野　秀虎 長田南中

52 山口　和真 長田南中

53 青島　光優 長田南中

54 岡村　徹 鉄誠会

55 早丸　翔哉 東中

56 大塩　夏海 東中

57 中村　大晟 東中

58 望月　敬太 東中



59 石川　大翔 浜田剣教

60 猿田　煌太 附属静岡中

61 海野　里奈 武修館

62 海野　莉来 服織中

63 小泉　梨恋 服織中

64 松澤 健之介 服織中

65 大倉　柚姫 服織中

66 田中　大登 服織中

67 徳田　蒼生 服織中

68 福舘　龍季 服織中

69 王　振駿 豊田中

70 内山　七海 豊田中

71 杉山　結梛 北部体剣教

72 黒滝　綾乃 末広中

73 小原　一真 末広中

74 小林　寧々 末広中

75 長島　琴葉 末広中

76 鈴木　太壱 用宗剣道会

77 海野　空汰 籠上中

78 山田 昂太朗 籠上中

79 望月　友翔 籠上中

80 野崎　真緒 籠上中


