
第27回昇級審査会（7月28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　吉邦 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ ｷｯｽﾞ 無級 10級

2 岡崎　力也 ｵｶｻﾞｷ ﾘｷﾔ ｷｯｽﾞ 無級 10級

3 田久　悠樹 ﾀｷｭｳ ﾕｳｷ ｷｯｽﾞ 無級 10級

4 クラーク　ウィル ｸﾗｰｸ ｳｨﾙ ｷｯｽﾞ 無級 10級

5 関口　優辰 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾂ ｼﾞｭﾆｱ 無級 10級

6 塩見　匠人 ｼｵﾐ ﾀｸﾄ ｼﾞｭﾆｱ 無級 10級

7 クラーク　フランク ｸﾗｰｸ ﾌﾗﾝｸ ｼﾞｭﾆｱ 無級 10級

8 北澤　吉之 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾆｱ 10級 9級

9 北澤　吉博 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ ｼﾞｭﾆｱ 10級 9級

10 新田　双六 ﾆｯﾀ ｽｺﾞﾛｸ ｼﾞｭﾆｱ 10級 9級

11 喜田　隼 ｷﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｼﾞｭﾆｱ 9級 8級

12 肥塚　琥太 ｺｴﾂﾞｶ ｺｳﾀ ｼﾞｭﾆｱ 9級 8級

13 加藤　晴之介 ｶﾄｳ ﾊﾙﾉｽｹ ｼﾞｭﾆｱ 9級 8級

14 岩瀬　翔之介 ｲﾜｾ ｼｮｳﾉｽｹ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

15 木原　壮一朗 ｷﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

16 小倉　志友 ｵｸﾞﾗ ｼﾕｳ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

17 新田　虎作 ﾆｯﾀ ｺｻｸ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

18 髙田　航平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

19 葛西　真那斗 ｶｻｲ ﾏﾅﾄ ｼﾞｭﾆｱ 8級 7級

20 迫田　陸仁 ｻｺﾀﾞ ﾘｸﾄ ｼﾞｭﾆｱ 7級 6級

21 吉田　直生 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ ｼﾞｭﾆｱ 7級 6級

22 焼山　翔太 ﾔｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｼﾞｭﾆｱ 7級 6級

23 村上　由利子 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾘｺ ｼﾞｭﾆｱ 7級 6級

24 マラットベク　バルス ﾏﾗｯﾄﾍﾞｸ  ﾊﾞﾙｽ ｼﾞｭﾆｱ 7級 6級

25 宮内　謙 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝ ｼﾞｭﾆｱ 6級 5級

26 関　一貴 ｾｷ ｲﾂｷ ｼﾞｭﾆｱ 6級 5級

27 遠藤　理乃 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾉ ｼﾞｭﾆｱ 6級 5級

28 西畑　馨 ﾆｼﾊﾀ ｶｵﾙ ｼﾞｭﾆｱ 6級 5級

29 小林　寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ｼﾞｭﾆｱ 6級 5級
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30 嶋多　総太 ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ ｾﾞﾈﾗﾙ 4級 3級

31 伊藤　優志 ｲﾄｳ ﾏｻｼ ｾﾞﾈﾗﾙ 7級 6級

32 川崎　美智子 ｶﾜｻｷ ﾐﾁｺ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 10級

33 齊藤　美奈子 ｻｲﾄｳ ﾐﾅｺ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 10級

34 井戸　麻起子 ｲﾄﾞ ﾏｷｺ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 10級

35 東　雪江 ﾋｶﾞｼ ﾕｷｴ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 10級

36
GAJULA SHIVA

CHAITANYA ﾁｬｲﾄｩ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 10級

37 石崎　龍ノ介 ｲｼｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｾﾞﾈﾗﾙ 無級 9級

38 小橋　咲子 ｺﾊﾞｼ ｻｷｺ ｾﾞﾈﾗﾙ 9級 8級

39 加藤　大樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ｾﾞﾈﾗﾙ 9級 8級

40 武田　征士 ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼﾞ ｾﾞﾈﾗﾙ 9級 8級

41 諸留　健 ﾓﾛﾄﾒ ｹﾝ ｾﾞﾈﾗﾙ 9級 8級

42 長井　三四郎 ﾅｶﾞｲ ｻﾝｼﾛｳ ｾﾞﾈﾗﾙ 7級 6級

43 加藤　照美 ｶﾄｳ ﾃﾙﾐ ｾﾞﾈﾗﾙ 5級 4級

44 香取　勇祐 ｶﾄﾘ ﾕｳｽｹ ｾﾞﾈﾗﾙ 5級 4級

45 權　純潤 ｺﾝ ｽﾝﾕﾝ ｾﾞﾈﾗﾙ 4級 2級

46 村上　正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ ｾﾞﾈﾗﾙ 3級 2級

2 東京ベイ港支部　　


