
剣道級位審査会合格者　令和5年2月12日(日)　養浩館

【1級】 【2級】

氏名 所属 氏名 所属

1 亀尾　小々花 安東剣教 1 福島　鈴乃 観山中

2 松山　陽成 安東中 2 望月　凌太郎 観山中

3 尾﨑　隆悠 安東中 3 野崎　瞭有 観山中

4 𠮷田　泰智 観山中 4 栗田　智弥 高松中

5 𠮷田　都 観山中 5 長島　悠季 高松中

6 橋戸　結依那 観山中 6 稲葉　瑛音 若竹会

7 栗山　環 観山中 7 安池　心佑 城内中

8 細川　大志郎 観山中 8 伊藤　倖多 城内中

9 青木　陽依 観山中 9 川崎　十樹雄 城内中

10 石川　月菜 観山中 10 定脇　茜子 城内中

11 猪俣　優月 観山中 11 八木　ひまり 城内中

12 山下　蒼 高松中 12 龔　欣佳 城内中

13 石田　悠華 高松中 13 戈茂　弘一 新運館

14 大塩　湊音 高松中 14 清水　瑛斗 清水七中

15 飯塚　奏 高松中 15 佐藤　壮汰 清水六中

16 田村　泰宏 高部剣スポ 16 三浦　三冬 大里中

17 稲葉　琴音 若竹会 17 杉山　颯 大里中

18 岡田　凌虎 城内中 18 草谷　悠翔 大里中

19 久保田　修平 城内中 19 大村　莉子 大里中

20 佐野　歩美 城内中 20 丹羽　亮天 東中

21 山口　莉空 城内中 21 野中　陽太 南中

22 小泉　成 城内中 22 多田　渚紗 浜田剣教

23 成川　しずく 城内中 23 渡邉　文香 浜田剣教

24 法月　玲於南 城内中 24 佐野　成 豊田中

25 望月　理央 城内中 25 藤井　奏江 豊田中

26 伊藤　瑠音 清水一中 26 花井　愛 錬心館

27 岡本　航 清水一中 27 松永　双樹 錬心館

28 岩崎　凌久 清水一中 28 髙井　楓城 錬心館

29 佐藤　杏香 清水一中 29 永田　一誠 颯志剣友会



30 西前　璃那 清水一中

31 飯田　旺実 清水一中

32 平岡　希望 清水一中 【3級】

33 矢入　寛大 清水一中 氏名 所属

34 山本　啓太 清水二中 1 水越　優花 安東剣教

35 伏見　明莉 清水二中 2 太田　英嗣 安東剣教

36 狭間　美玖 清水六中 3 望月　悠矢 安東剣教

37 佐藤　瑛斗 清水六中 4 山本　将生 若竹会

38 水上　ひかり 清水六中 5 増田　成吾 若竹会

39 鈴木　柊乃 清水六中 6 福地　正宗 若竹会

40 竹井　健人 聖光学院中 7 落合　龍斗 若竹会

41 黒石　紗世 静岡高 8 石垣　陽都 小島剣スポ

42 王　芸陽 静岡農業高 9 渡邉　ひかる 美和剣正会

43 増田　翔哉 大浜剣友会 10 松浦　駿 浜田剣教

44 宇敷　結香 大里中 11 望月　陸斗 豊田中

45 金刺　美莉亜 大里中 12 奥野　翔太 末広中

46 大石　柚季 大里中

47 藤田　夏帆 大里中

48 平野　沙祈 大里中

49 望月　梓佑 大里中

50 齋藤　夕翠 大里中

51 河内　建紀 中央体剣教

52 篠ｹ谷　真央 長田西中

53 柴山　武也 長田西中

54 諸澤　晴久 長田西中

55 小長井かぐら 長田西中

56 深澤　成美 長田西中

57 川島　輝音 長田西中

58 定免　歩夢 長田西中

59 土屋　美帆 長田西中

60 土田　彩絢 長田西中

61 竹下　朔太郎 長田南中

62 中川　天翔 長田南中



63 長島　実礼 長田南中

64 岩間　柚葉 東中

65 猪又　遙空 東中

66 佐藤　生実 東部体剣教

67 北川　月菜 美和中

68 柳谷　愛子 浜田剣教

69 原田　真寿 服織中

70 山本　虎太朗 服織中

71 勝山　晟琉 服織中

72 神山　陽那 服織中

73 杉山　愛奈 服織中

74 杉山　莉菜 服織中

75 洞口　瑞樹 服織中

76 阿部　福丸 豊田中

77 今井　一稀 豊田中

78 佐久間　一 北部体剣教

79 井上　心華 末広中

80 山下　夏実 末広中

81 山﨑　叶翔 用宗剣スポ

82 小澤　央翔 籠上中


