
剣道級位審査会合格者　令和3年2月27日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 藤井日代季 SBS錬心館 1 梅津　司 SBS錬心館

2 黒田　侑里 安東剣教 2 杉山可葉子 安東剣教

3 黒田　栞里 安東剣教 3 檜林　佑樹 安東剣教

4 小林　香晴 安東剣教 4 久保井優太 安東中

5 小池　恕平 安東剣教 5 川上　惟織 安東中

6 花井　颯希 安東中 6 大池　悠斗 安東中

7 舟津くるみ 安東中 7 齋藤　陸任 安東中

8 土屋　沙南 安東中 8 青島　昊輝 安倍川中

9 武田　千裕 安東中 9 立石　智大 安倍川中

10 宮川　十梛 観山中 10 櫻井　理人 安倍川中

11 望月　凜華 観山中 11 佐久間大和 新運館

12 岡島悠太郎 高松中 12 深澤　朱莉 新運館

13 三沢　多聞 高松中 13 大場彩祐子 新運館

14 小久保楓 高松中 14 清水　美桜 清水七中

15 赤井　琢登 高松中 15 望月彩有里 清水七中

16 蔵敷　輝大 高松中 16 遠藤　玄正 清水二中

17 本山　海翔 三保剣道ク 17 吉田　優作 清水二中

18 鷲巣　倖芽 若竹会 18 先生　琉惟 清水二中

19 山田　莉子 城内中 19 上原　蓮希 清水六中

20 石川　結女 城内中 20 田島桂太郎 清水六中

21 川村つむぎ 城内中 21 日向　紫苑 清水六中

22 望月　理沙 城内中 22 伊藤　直毅 聖光学院中

23 髙須　梨佳 城内中 23 宮崎　晃一 聖光学院中

24 伊藤　柚音 新運館 24 佐野　太一 聖光学院中

25 佐古琥奈太 新運館 25 池ヶ谷煌太 聖光学院中

26 松山　隼 新運館 26 松田　穂香 静岡学園中

27 成澤　莉央 新運館 27 齋藤　丞 静岡南中

28 渡邉　勇輝 新運館 28 古木　恵和 静岡北中



29 本間　悠太 新運館 29 佐藤　海帆 静岡北中

30 亀井　良多 清水一剣 30 伊東　賢真 大剣会

31 兼高　光生 清水一剣 31 桑野　奏乃 大浜剣友会

32 望月　奏実 清水一剣 32 水谷　俐美 拓心会

33 岡村　悠生 清水七中 33 加藤　奈南 鉄誠会

34 岩橋　理子 清水七中 34 丹羽　奏天 東中

35 岩崎　晴也 清水七中 35 本田　圭駿 美和剣正会

36 行得　珊 清水七中 36 永野　蓮生 美和中

37 佐藤ひなた 清水七中 37 益岡なつ美 美和中

38 村上　沙那 清水七中 38 酒井　琴子 美和中

39 村上ひより 清水七中 39 勝山　明美 美和中

40 内藤　冴笑 清水七中 40 小野寺紗菜 美和中

41 鈴木　祐実 清水七中 41 和田　愛彩 美和中

42 大場明日香 清水東高 42 齋藤　日菜 美和中

43 堀池　花鈴 清水東高 43 亀井　美侑 豊田中

44 引田　祐宇 清水二中 44 海野　陸翔 颯志剣友会

45 水野　凜果 清水二中

46 川﨑　瑚子 清水二中

47 竹澤　澄枝 清水二中

48 竹澤　朋枝 清水二中 【3級】

49 大畑　愛翔 聖光学院中 氏名 所属

50 金原　来未 静岡南中 1 宮崎　侑大 安東剣教

51 山内　心葉 静岡南中 2 鈴木　晴陽 安東剣教

52 山梨　玲 静岡南中 3 江藤　咲那 新運館

53 松永　鈴穏 静岡南中 4 志村　菜月 新運館

54 川村　愛梨 静岡南中 5 松山　香音 新運館

55 大村　有翔 静岡南中 6 森　英南 新運館

56 福田津弥乃 静岡南中 7 渡邉　穂美 新運館

57 平井　力樹 静岡南中 8 横山　侑生 聖光学院中

58 望月　愛依 静岡南中 9 松田　潤 聖光学院中

59 望月　勇希 静岡南中 10 柴田　紗衣 長田体剣教

60 鈴木　旺佑 静岡南中 11 若林　圭 長田体剣教



61 太田　夏緒 静岡農業高 12 杉山　叶 長田体剣教

62 坂上野乃花 長田西中 13 村田風優花 長田体剣教

63 小林　瑞穂 長田西中 14 望月　優生 長田体剣教

64 中村　颯生 長田西中 15 相川真ノ輔 鉄誠会

65 長谷川結乙 長田西中 16 黒田　泰誠 東部体剣教

66 平林　青空 長田西中 17 岡野　宏哉 美和剣正会

67 櫻井　涼花 長田西中 18 永田　梨瑚 北部体剣教

68 山西　沙知 長田南中 19 山﨑　叶翔 用宗剣スポ

69 西野　陽向 長田南中 20 竹島　悠人 用宗剣スポ

70 川村　綾音 長田南中

71 鈴木　亜実 長田南中

72 嶋本　萌花 東部体教

73 竹田　拓実 南部剣教

74 望月　彩未 美和中

75 藤下心詩亜 浜田剣教

76 山河　輝季 富剣会

77 関　祥太郎 豊田中

78 佐野　巧 豊田中

79 山田　由佳 豊田中

80 山本　詠介 豊田中

81 鹿嶋　菜月 豊田中

82 松下　在 豊田中

83 杉村　碧美 豊田中

84 浅井　蒼輝 豊田中

85 大谷　元希 豊田中

86 天宮　隼平 豊田中

87 日下部明衣 豊田中

88 落合　俊哉 豊田中

89 髙井　天城 豊田中

90 井上　直倫 北部剣教

91 望月凛太良 北部剣教

92 式守　真央 末広中



93 長尾　凌空 用宗剣スポ

94 深澤　颯星 錬成館

95 山下　晴日 籠上中

96 山本　咲羽 籠上中

97 川口　優風 籠上中

98 前田　桃花 籠上中

99 長谷川　公甫 籠上中

100 田中　優海 籠上中


