
剣道級位審査会合格者　令和2年11月1日(日)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 石川　温大 SBS錬心館 1 伊藤みのり SBS錬心館

2 矢部　祐士 SBS錬心館 2 菊池　束颯 SBS錬心館

3 永井　裕也 ヤマスポ 3 佐野南都子 SBS錬心館

4 牧野　壮真 ヤマスポ 4 藤井日代李 SBS錬心館

5 中田光士郎 安東剣教 5 黒田　侑里 安東剣教

6 秋元　優希 安東中 6 黒田　栞里 安東剣教

7 清水　楓子 安東中 7 森藤　大晴 安東剣教

8 渡辺　独歩 安東中 8 花井　颯希 安東中

9 福山　裕太 安東中 9 舟津くるみ 安東中

10 岩﨑　拓海 安倍川中 10 土屋　沙南 安東中

11 堀越　大翔 安倍川中 11 武田　千裕 安東中

12 深坂　陽生 蒲原剣 12 内田　彩萌 蒲原剣

13 牧野　朱李 蒲原剣 13 宮川　十梛 観山中

14 神保　龍希 観山中 14 望月　凜華 観山中

15 赤池　泰輝 高部剣スポ 15 岡島悠太郎 高松中

16 深澤　克斗 小島剣スポ 16 三沢　多聞 高松中

17 乾　真優 新運館 17 小久保楓 高松中

18 山本　悠生 新運館 18 小池　釈裕 高松中

19 松本　侑也 新運館 19 赤井　琢登 高松中

20 増井　圭吾 新運館 20 蔵敷　輝大 高松中

21 白井爽一朗 新運館 21 岩﨑　怜音 高部剣スポ

22 立石　千皓 新運館 22 山田　真央 高部剣スポ

23 髙山　昊大 新運館 23 児玉　嵯莉 高部剣スポ

24 梶原　琴美 清水一剣 24 小林　雷汰 高部剣スポ

25 柴田　亘 清水一剣 25 本山　海翔 三保剣道ク

26 渡邊帆ノ風 清水二中 26 山田　莉子 城内中

27 滝田鼓太朗 清武館 27 石川　結女 城内中

28 吉田　幹 聖光学院中 28 川村つむぎ 城内中



29 曾根　太一 聖光学院中 29 望月　理沙 城内中

30 梅津　巧 聖光学院中 30 髙須　梨佳 城内中

31 杉本　采瞳 静岡商業高 31 西馬場　啓 新運館

32 山田　華暖 大剣会 32 大勝　絢加 新運館

33 小宮山響也 大剣会 33 田中　蒼眞 新運館

34 松下　昂平 大剣会 34 本間　悠太 新運館

35 森澤　茉琳 大剣会 35 亀井　良多 清水一剣

36 八木　遥叶 大剣会 36 兼高　光生 清水一剣

37 櫻沢　颯馬 大剣会 37 望月　奏実 清水一剣

38 浦　一哲 大浜剣友会 38 岡村　悠生 清水七中

39 堀川　裕史 大浜剣友会 39 岩橋　理子 清水七中

40 榊原　加織 大里中 40 岩﨑　晴也 清水七中

41 大倉　侑也 長田南中 41 行德　珊 清水七中

42 岡村　楓月 東中 42 佐藤ひなた 清水七中

43 小野田　蓮 東中 43 村上　沙那 清水七中

44 曽根　千鶴 南部体剣教 44 村上ひより 清水七中

45 栗田　叶愛 美和剣正会 45 大瀧　蓮翔 清水七中

46 佐野龍之介 美和剣正会 46 内藤　冴笑 清水七中

47 山﨑　涼真 美和剣正会 47 鈴木　祐実 清水七中

48 白鳥　柊真 美和剣正会 48 引田　祐宇 清水二中

49 安藤かん奈 浜田剣教 49 芹澤　来瞳 清水二中

50 髙橋　優希 浜田剣教 50 水野　凛果 清水二中

51 生子　絢大 富剣会 51 川﨑　瑚子 清水二中

52 川原　聡馬 富剣会 52 増田　蘭世 清水二中

53 牧野　智優 富剣会 53 竹澤　澄枝 清水二中

54 河内　基希 附属静岡中 54 竹澤　朋枝 清水二中

55 武田　笑佳 附属静岡中 55 金原　来未 静岡南中

56 山中　美海 武修館 56 山内　心葉 静岡南中

57 石橋慎一朗 武修館 57 山梨　玲 静岡南中

58 木佐森基宏 北部体剣教 58 市脇　槍太 静岡南中

59 成澤　奏 用宗剣スポ 59 松永　鈴穏 静岡南中

60 増田　有香 翔洋中 60 上田江玲奈 静岡南中



61 山本　乃愛 颯志剣友会 61 石山ツバキ 静岡南中

62 植村　静太 颯志剣友会 62 川村　愛梨 静岡南中

63 須田　絆愛 颯志剣友会 63 大村　有翔 静岡南中

64 田島　美空 颯志剣友会 64 福田津弥乃 静岡南中

65 田澤　仁彦 颯志剣友会 65 平井　力樹 静岡南中

66 保本　理雄 颯志剣友会 66 望月　愛依 静岡南中

67 望月　勇希 静岡南中

68 鈴木　旺佑 静岡南中

【3級】 69 松下　明奈 大剣会

氏名 所属 70 杉本　映人 大剣会

1 梅津　司 SBS錬心館 71 田中　宥成 大剣会

2 杉山可葉子 安東剣教 72 櫻田　悠之 大剣会

3 中田和日子 安東剣教 73 坂上野乃花 長田西中

4 久保井優太 安東中 74 小林　瑞穂 長田西中

5 佐野　夏樹 安東中 75 中村　颯生 長田西中

6 川上　惟織 安東中 76 長谷川結乙 長田西中

7 大池　悠斗 安東中 77 平林　青空 長田西中

8 福田　温菜 安東中 78 櫻井　涼花 長田西中

9 齋藤　陸任 安東中 79 山西　沙知 長田南中

10 生子　煌翔 高部剣スポ 80 川村　綾音 長田南中

11 相羽　倫 高部剣スポ 81 鈴木　亜実 長田南中

12 長井　謙悟 高部剣スポ 82 小出　大河 鉄誠会

13 鈴木こころ 高部剣スポ 83 曽根田健斗 南部体剣教

14 髙橋　璃羽 高部剣スポ 84 小泉　侑大 美和剣正会

15 髙木　里紗 高部剣スポ 85 中貝　朋暉 美和剣正会

16 清水　蹴斗 三保剣道ク 86 望月　彩未 美和剣正会

17 西牧　和夢 三保剣道ク 87 関　祥太郎 豊田中

18 川口　七翔 三保剣道ク 88 佐野　巧 豊田中

19 稲葉　圭亮 小島剣スポ 89 山田　由佳 豊田中

20 海道　琉華 小島剣スポ 90 山本　詠介 豊田中

21 桜井　煌明 小島剣スポ 91 鹿嶋　菜月 豊田中

22 水野　忠迪 新運館 92 松下　在 豊田中



23 大場彩祐子 新運館 93 杉村　碧美 豊田中

24 齋藤あかり 新運館 94 浅井　蒼輝 豊田中

25 清水　美桜 清水七中 95 大谷　元希 豊田中

26 望月彩有里 清水七中 96 天宮　隼平 豊田中

27 遠藤　玄正 清水二中 97 日下部明衣 豊田中

28 吉田　優作 清水二中 98 落合　俊哉 豊田中

29 二宮　哀 清武館 99 髙井　天城 豊田中

30 丹羽　奏天 静岡東中 100 井上　直倫 北部体剣教

31 伊東　賢真 大剣会 101 式守　真央 末広中

32 海老澤利季 大剣会 102 松野　凜 用宗剣スポ

33 山田　和生 大剣会 103 片山新之助 用宗剣スポ

34 櫻沢　悠馬 大剣会 104 山下　晴日 籠上中

35 齋藤　央佳 大剣会 105 山本　咲羽 籠上中

36 桑野　奏乃 大浜剣友会 106 小澤　拓叶 籠上中

37 内野　蓮花 長田西中 107 川口　優風 籠上中

38 海野　裕翔 美和剣正会 108 前田　桃花 籠上中

39 兼子愛乃音 美和剣正会 109 長谷川　公甫 籠上中

40 本田　圭駿 美和剣正会 110 長島　和矢 籠上中

41 今泉　仁志 浜田剣教 111 田中　優海 籠上中

42 小塩　一馬 浜田剣教

43 池田　啓人 浜田剣教

44 白井　晴 浜田剣教

45 望月　照倭 浜田剣教

46 末永　結愛 浜田剣教

47 柳谷　愛子 浜田剣教

48 亀井　美侑 豊田中

49 海野　陸翔 颯志剣友会

50 犬丸　朝陽 颯志剣友会


