
剣道級位審査会合格者　令和4年6月25日(土)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 鈴木　春陽 安東剣教 1 中山　開晴 安東剣教

2 中田　和日子 安東剣教 2 安川　晃生 安東剣教

3 宮崎　侑大 安東剣教 3 相川　晴音 大浜剣友会

4 岩崎　日来 安東中 4 増田　翔哉 大浜剣友会

5 小長谷　星凪 安東中 5 山田　敬太 大浜剣友会

6 篠原　葵 安東中 6 大槻　真之介 長田体剣教

7 鈴木　恵斗 安東中 7 松永　龍ノ助 小島剣友会

8 多久　由紀子 安東中 8 浅井　昇磨 清水二中

9 武田　俊太郎 安東中 9 井出　歩波 清水二中

10 水越　大智 安東中 10 山田　結月 清水二中

11 稲葉　圭亮 小島剣友会 11 鈴木　穂夏 城内中

12 海道　琉華 小島剣友会 12 梅下　和香 新運館

13 桜井　煌明 小島剣友会 13 甲木　佑 新運館

14 伊藤　輝哉 静岡北中 14 佐久間　輝 新運館

15 栃原　希美 静岡北中 15 中川　泰一 新運館

16 石川　遥都 清水一中 16 藤原　惟歩 新運館

17 大多和　伶桜 清水七中 17 松本　彩花 新運館

18 多田　みのり 清水七中 18 松山　瑠香 新運館

19 松木　実咲 翔洋中 19 植村　幹介 颯志剣友会

20 柳澤　撫子 翔洋中 20 草ケ谷　練 颯志剣友会

21 根本　太一 城山中 21 榊原　悠太 颯志剣友会

22 齋藤　あかり 新運館 22 鈴木　美珀 颯志剣友会

23 松山　香音 新運館 23 竹下　真衣 颯志剣友会

24 水野　忠迪 新運館 24 山本　深禄 颯志剣友会

25 渡邉　穂美 新運館 25 小宮山沙弥 大剣会

26 石田　春樹 末広中 26 望月　練斗 大剣会

27 大倉　和真 末広中 27 山田　暖輝 大剣会

28 江河　直優 聖光学院中 28 赤堀　謙太 高部剣スポ



29 太田　陽貴 聖光学院中 29 森藤　尊 高部剣スポ

30 犬丸　朝陽 颯志剣友会 30 河内　建紀 中央体剣教

31 海老澤　利季 大剣会 31 榛葉　貫太 中央体剣教

32 齋藤　央佳 大剣会 32 佐藤　生実 東部体剣教

33 櫻沢　悠馬 大剣会 33 佐藤　健心 東部体剣教

34 山田　和生 大剣会 34 井上　輝 浜田剣教

35 相羽　倫 高部剣スポ 35 木暮　梨子 浜田剣教

36 生子　煌翔 高部剣スポ 36 桐渕　瑞己 三保剣道ク

37 鈴木　こころ 高部剣スポ 37 本田　峻悠 美和剣正会

38 髙木　里紗 高部剣スポ 38 片山　蒼介 用宗剣道会

39 長井　謙悟 高部剣スポ 39 片山　煌介 用宗剣道会

40 柿原　拓海 豊田中 40 成澤　怜 用宗剣道会

41 牧山　心音 服織中 41 根本　壮太 用宗剣道会

42 池田　啓人 浜田剣教 42 矢部　峻士 錬心館

43 今泉　仁志 浜田剣教 43 稲葉　琴音 若竹会

44 小塩　一馬 浜田剣教

45 白井　晴 浜田剣教

46 末永　結愛 浜田剣教

47 土井　玲輝 浜田剣教

48 望月　照倭 浜田剣教

49 望月　煌太 東中

50 佐藤　海帆 武修館

51 槇原　水輝 武修館

52 寺門　慧 南中

53 川口　七翔 三保剣道ク

54 清水　蹴斗 三保剣道ク

55 海野　裕翔 美和剣正会

56 竹島　悠人 用宗剣道会



【3級】

氏名 所属

1 亀屋　小々花 安東剣教

2 稲葉　亘紀 小島剣友会

3 山崎　陽菜 小島剣友会

4 才茂　弘一 新運館

5 才茂　早希 新運館

6 髙梨　瀬奈 新運館

7 藤井　勇土 新運館

8 井指　結心 颯志剣友会

9 小幡　恵嗣 颯志剣友会

10 栗原　悠太 颯志剣友会

11 田上　煌 大剣会

12 山田　真之助 高部剣スポ

13 石見　輝三朗 富剣会

14 阿井　瑞帆 南部体剣教

15 土井　泉輝 浜田剣教

16 吉田　響 浜田剣教

17 赤堀　樹 武修館

18 佐藤　清令 武修館

19 鈴木　武寅 武修館

20 増田　将作 三保剣道ク

21 佐藤　楓 美和剣正会

22 白鳥　美麻梨 美和剣正会

23 望月　晴太 用宗剣道会

24 太田　朋花 ヤマ・スポ

25 梶山　湊多 ヤマ・スポ

26 安形　直紀 錬誠館


