
第24回昇級審査会（7月16日） 判定結果 会場：麻布十番道場

R.N. 氏名 フリガナ 区分 現級 判定 備考

1 北澤　吉之 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ キッズ 無級 10級

2 岸　にこ ｷｼ ﾆｺ キッズ 無級 10級

3 新田　双六 ﾆｯﾀ ｽｺﾞﾛｸ キッズ 無級 10級

4 北村　道真 ｷﾀﾑﾗ ﾄｳﾏ キッズ 無級 10級

5 小久保　隆輝 ｺｸﾎﾞ ﾘｭｳｷ キッズ 無級 10級

6 喜田　隼 ｷﾀﾞ ﾊﾔﾄ キッズ 10級 9級

7 小坂　泰士 ｺｻｶ ﾀｲｼ ジュニア 無級 10級

8 難波　寿音 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾉﾝ ジュニア 無級 10級

9 北澤　吉博 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ジュニア 無級 10級

10 福岡　七智羽 ﾌｸｵｶ ﾅﾁﾊ ジュニア 無級 9級

11 ﾏﾗｯﾄﾍﾞｸ ・ ﾊﾞﾙｽﾍﾞｸ
ﾏﾗｯﾄﾍﾞｸ ･
ﾊﾞﾙｽﾍﾞｸ

ジュニア 無級 9級

12 宮内　絵麻 ﾐﾔｳﾁ ｴﾏ ジュニア 9級 8級

13 髙田　航平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ ジュニア 9級 8級

14 三谷　優太 ﾐﾀﾆ ﾕｳﾀ ジュニア 9級 8級

15 岩瀬　翔之介 ｲﾜｾ ｼｮｳﾉｽｹ ジュニア 9級 8級

16 大木　惇暉 ｵｵｷﾞ ｼﾞｭﾝｷ ジュニア 9級 8級

17 神谷　太頼 ｶﾐﾔ ﾀｲﾗ ジュニア 9級 8級

18 冨田　悠矢 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ ジュニア 9級 8級

19 峯村　優斗 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳﾄ ジュニア 9級 8級

20 田中　翔太郎 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ジュニア 9級 8級

21 新田　虎作 ﾆｯﾀ ｺｻｸ ジュニア 9級 8級

22 登坂　晴英 ﾄｻｶ ﾊﾙﾋﾃﾞ ジュニア 8級 7級

23 ヘンネ・ヤコブ ﾍﾝﾈ ﾔｺﾌﾞ ジュニア 8級 7級

24 焼山　翔太 ﾔｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ ジュニア 8級 7級

25 石倉　龍斉 ｲｼｸﾗ ﾘｭｳｾｲ ジュニア 8級 7級

26 青地　海斗 ｱｵﾁ ｶｲﾄ ジュニア 8級 7級

27 村上　由利子 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｺ ジュニア 8級 7級
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28 矢野　悠太郎 ﾔﾉ ﾕｳﾀﾛｳ ジュニア 7級 6級

29 遠藤　理乃 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾉ ジュニア 7級 6級

30 小田島　康之進 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｺｳﾉｼﾝ ジュニア 7級 6級

31 西畑　馨 ﾆｼﾊﾀ ｶｵﾙ ジュニア 7級 6級

32 宮内　謙 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝ ジュニア 7級 6級

33 渡瀬　開斗 ﾜﾀｾ ｶｲﾄ ジュニア 7級 6級

34 山中　友結香 ﾔﾏﾅｶ ﾕｲｶ ジュニア 7級 6級

35 関　一貴 ｾｷ ｲﾂｷ ジュニア 7級 6級

36 金子　蒼空 ｶﾈｺ ｿﾗ ジュニア 7級 6級

37 小林　寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ジュニア 7級 6級

38 大越　友姫乃 ｵｵｺｼ ﾕｷﾉ ジュニア 6級 5級

39 吉田　健人 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ ジュニア 6級 5級

40 井澤　琥汰朗 ｲｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ジュニア 6級 5級

41 ケナウィ　聖来 ｹﾅｳｨ ｾｲﾗ ジュニア 6級 5級

42 和田　琉太 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ ジュニア 5級 4級

43 武田　秀平 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ ジュニア 5級 4級

44 柴田　裕生 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｾｲ ジュニア 5級 4級

45 鈴木　玖龍 ｽｽﾞｷ ｸﾘｭｳ ジュニア 5級 4級

46 辻本　久利央 ﾂｼﾞﾓﾄ ｸﾘｵ ジュニア 5級 4級

47 井上　瑠偉 ｲﾉｳｴ ﾙｲ ジュニア 5級 4級

48 迫田　竜政 ｻｺﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ジュニア 3級 2級

49 野口　颯太 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ ジュニア 3級 2級
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50 坂爪　拓馬 ｻｶﾂﾒ ﾀｸﾏ ゼネラル 無級 10級

51 森山　雅代 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾖ ゼネラル 無級 10級

52 加藤　華純 ｶﾄｳ ｶｽﾐ ゼネラル 無級 9級

53 関　れいし ｾｷ ﾚｲｼ ゼネラル 無級 9級 Karaty ﾏﾏｸﾗｽ審査にて認定しました。

54 沼倉　敏樹 ﾇﾏｸﾗ ﾄｼｷ ゼネラル 9級 8級

55 佐藤　未来 ｻﾄｳ ﾐｸ ゼネラル 9級 8級

56 長井　三志郎 ﾅｶﾞｲ ｻﾝｼﾛｳ ゼネラル 9級 8級

57 藤沢　和央 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ゼネラル 9級 8級

58 村上　朝子 ﾑﾗｶﾐ ｱｻｺ ゼネラル 8級 7級

59 伊藤　優志 ｲﾄｳ ﾏｻｼ ゼネラル 8級 7級

60 広田　一 ﾋﾛﾀ ﾊｼﾞﾒ ゼネラル 8級 6級

61 加藤　照美 ｶﾄｳ ﾃﾙﾐ ゼネラル 7級 6級

62 板井　俊行 ｲﾀｲ ﾄｼﾕｷ ゼネラル 7級 6級

63 関　かかり ｾｷ ｶｶﾘ ゼネラル 7級 6級

64 奥条　瑳京 ｵｸｼﾞｮｳ ｻｷｮｳ ゼネラル 7級 6級

65 亀井　聡人 ｶﾒｲ ｱｷﾄ ゼネラル 7級 6級

66 大向　真司 ｵｵﾑｶｲ ﾏｻｼ ゼネラル 7級 6級

67 東　優花 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｶ ゼネラル 6級 5級

68 岩田　貴子 ｲﾜﾀ ﾀｶｺ ゼネラル 6級 5級

69 權　純潤 ｺﾝ ｽﾝﾕﾝ ゼネラル 6級 4級

70
NGUYEN　TRUNG

DUC
ｸﾞｲｴﾝ ﾁｭﾝ

ﾃﾞｭｯｸ
ゼネラル 5級 4級

71 後藤　夏樹 ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｷ ゼネラル 4級 3級

72 坂本　純 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ゼネラル 4級 3級

73 曹　沢瀚 ｿｳ ﾀｸｶﾝ ゼネラル 3級 2級

74 山田　隆聖 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ゼネラル 3級 2級

3 東京ベイ港支部　　


