
剣道級位審査会合格者　令和3年6月12日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 菊池　束颯 SBS錬心館 1 宮崎　侑大 安東剣教

2 梅津　　司 SBS錬心館 2 中田和日子 安東剣教

3 久保井優太 安東中 3 鈴木　晴陽 安東剣教

4 川上　惟織 安東中 4 佐野　夏樹 安東中

5 青島　昊輝 安倍川中 5 福田　温菜 安東中

6 櫻井　理人 安倍川中 6 生子　煌翔 高部剣スポ

7 内田　彩萌 蒲原剣道 7 相羽　　倫 高部剣スポ

8 小池　釈裕 高松中 8 長井　謙悟 高部剣スポ

9 岩﨑　怜音 高部剣スポ 9 鈴木こころ 高部剣スポ

10 山田　真央 高部剣スポ 10 髙木　里紗 高部剣スポ

11 小林　雷汰 高部剣スポ 11 清水　蹴斗 三保剣道ク

12 佐久間大和 新運館 12 川口　七翔 三保剣道ク

13 深澤　朱莉 新運館 13 稲葉　圭亮 小島剣スポ

14 大勝　絢加 新運館 14 海道　琉華 小島剣スポ

15 児玉　嵯莉 清水一中 15 桜井　煌明 小島剣スポ

16 清水　美桜 清水七中 16 江藤　咲耶 新運館

17 大瀧　蓮翔 清水七中 17 志村　菜月 新運館

18 望月彩有里 清水七中 18 松山　香音 新運館

19 遠藤　玄正 清水二中 19 森　　英南 新運館

20 先生　琉惟 清水二中 20 水野　忠迪 新運館

21 増田　蘭世 清水二中 21 渡邉　穂美 新運館

22 上原　蓮希 清水六中 22 齋藤あかり 新運館

23 田島桂太郎 清水六中 23 二宮　　哀 清武館

24 日向　紫苑 清水六中 24 小田巻利和 静岡北中

25 池ヶ谷煌太 聖光学院中 25 海老澤利季 大剣会

26 岩田　大和 静岡西高 26 山田　和生 大剣会

27 晋陽　辰巳 静岡西高 27 櫻沢　悠馬 大剣会

28 正島　誠悟 静岡西高 28 齋藤　央佳 大剣会



29 伊東　賢真 大剣会 29 相川真ノ輔 剣誠会

30 松下　明奈 大剣会 30 海野　航生 美和剣正会

31 杉本　映人 大剣会 31 海野　裕翔 美和剣正会

32 田中　宥成 大剣会 32 今泉　仁志 浜田剣教

33 櫻田　悠之 大剣会 33 小塩　一馬 浜田剣教

34 桑野　奏乃 大浜剣友会 34 池田　啓人 浜田剣教

35 今野　太惺 長田西中 35 白井　　晴 浜田剣教

36 加藤　奈南 鉄誠会 36 望月　照倭 浜田剣教

37 市脇　槍太 南中 37 末永　結愛 浜田剣教

38 上田江玲奈 南中 38 柳谷　愛子 浜田剣教

39 石山ツバキ 南中 39 山﨑　叶翔 用宗剣スポ

40 齋藤　　丞 南中 40 竹島　悠人 用宗剣スポ

41 小泉　侑大 美和剣正会 41 犬丸　朝陽 颯志剣友会

42 中貝　朋暉 美和剣正会

43 本田　圭駿 美和剣正会

44 永野　蓮生 美和中

45 益岡なつ美 美和中

46 酒井　琴子 美和中

47 小野寺紗菜 美和中

48 和田　愛彩 美和中

49 齋藤　日菜 美和中

50 槙原　幸樹 武修館

51 亀井　美侑 豊田中

52 片山新之助 用宗剣スポ

53 伊藤みのり 錬心館

54 佐野南都子 錬心館

55 小澤　拓叶 籠上中

56 長島　和矢 籠上中



【3級】

氏名 所属

1 片野　由唯 安東剣教

2 武田俊太郎 安東剣教

3 中山　開晴 安東剣教

4 大槻真之介 長田体剣教

5 松永龍ノ助 小島剣スポ

6 梅下　和香 新運館

7 甲木　　佑 新運館

8 佐久間輝 新運館

9 中川　泰一 新運館

10 藤原　惟歩 新運館

11 松本　彩花 新運館

12 松山　瑠香 新運館

13 植村　幹介 颯志剣友会

14 草ケ谷　錬 颯志剣友会

15 榊原　悠太 颯志剣友会

16 山本　深禄 颯志剣友会

17 小宮山沙弥 大剣会

18 望月　練斗 大剣会

19 山田　暖輝 大剣会

20 渡辺　創友 大剣会

21 赤堀　謙太 高部剣スポ

22 森藤　　尊 高部剣スポ

23 佐藤　健心 東部体剣教

24 大杉　　詩 南部体剣教

25 井上　　輝 浜田剣教

26 土井　玲輝 浜田剣教

27 森　　桃香 浜田剣教

28 土井　柚輝 浜田剣教

29 木下　夏寿 武修館

30 須藤　　馨 武修館



31 日野　心結 武修館

32 槙原　水輝 武修館

33 桐渕　瑞己 三保剣道ク

34 片山　煌介 用宗剣スポ

35 片山　蒼介 用宗剣スポ

36 成澤　　怜 用宗剣スポ

37 矢部　峻士 錬心館

38 川井ノディ俐央 高松中


