
　　　　　平成 30年  11月  11日　　第235回地方審査

級　位 初　段 参　段

1 渡邉  七奈 36 長田  千衣乃 1 池上  晃貴

2 植栗  千聖 37 原  凛太郎 2 高橋  泰樹

3 宮下   陽向 38 杉田  いず美 3 小山  皓土

4 村田  未来 39 榊原  美奈 4 駒井  悠乃

5 河野  志津 40 渡邊  帆南 5 吉田  勁祐

6 村田  愛奈 41 小俣  健 6 河瀬  基史

42 中島  輝人 7 宮木  大輔

初　段 43 渡辺  一章 8 山口  歩夢

1 鈴木  茉凜 44 渡邊  威央 9 中川  夢来

2 高根  瑠那 45 志村  大河 10 中村  真規

3 田口  由貴 46 佐藤  耀 11 染谷  拓実

4 浅井  康希 47 小林  航大 12 寺本  有希

5 鈴木  綺花 48 古屋  裕奈 13 中山  遼介

6 浅川  藤汰 49 金森  俊亮 14 高柳  博樹

7 遠山  颯乃祐 50 根本  昇汰 15 小谷野  優麻

8 久野  知仁 51 森山  友紀子 16 大竹  光明

9 半田  琉翔 52 金子  日向子 17 山口  千枝美

10 萩原  初月 53 水上  陽平

11 藤原  瑠菜 54 栗田  詩織 四　段

12 依田  胡桃 55 西田  有佑 1 塚田  滉巳

13 篠原  優介 2 大月  颯真

14 關川  慶真 弐　段 3 髙橋  知尋

15 櫻田  樹音 1 野木  萌々花 4 松崎  茜

16 落合  香乃 2 渡邊  敬哉 5 渡邉  優

17 ハルバーソン 太陽 3 廣瀬  勝也 6 山本  栄子

18 河西  真奈 4 荒井  勇人

19 杉山  彩水 5 山下  真奈

20 渡邊　 凜 6 多田  莉佳子

21 堀内  康祐 7 雨宮  優花

22 久武  正馬 8 末木  涼介

23 桒原  夏梨 9 千野  栄大

24 横森  瑞紀 10 佃  領也

25 三尾  明日香 11 桒原  勇喜

26 土井  和奏 12 今井  ちあき

27 小野  夏希 13 齋藤  泰文

28 森澤  りょう 14 西竹  柾紀

29 小田切  音桜 15 加藤  雅子

30 北村  咲葉 16 岡  みなみ

31 芦沢  さくら 17 志村  真希

32 渡邊  陸斗 18 菊谷  彩

33 佐久間  美月

34 畑井  ことみ

35 田中  美羽瑠


