
第２４１回東京都⼸道連盟第⼀地区定期審査会 合 格 者 東京都⼸道連盟第⼀地区

地区審査会 2022/11/27 東京武道館⼸道場
認定

無指定 ３級 濱中 翔太 両国高校 合格者 １級 岡 優太 開成学園

以上１名 以上１名
２級 佐藤 直 開成学園 初段 中野 空 両国高校

浅見 慶達 開成学園 宮野 太梧 竹台高校

河口 祐輝 開成学園 横浜 和希 竹台高校

玉目 剛⼠ 開成学園 角田 和奏 竹台高校

石野 拓海 葛飾総合高校 鶴岡 ⼼結 竹台高校

⾦⼦ もゆ 小岩高校 草薙 仁哉 小岩高校

松本 尚弥 小岩高校 山藤 守続 小岩高校

西峯　 知優 晴海総合高校 吉田 隼⼈ 小岩高校

矢澤　 早絵 晴海総合高校 以上８名
谷田　 涼⾹ 晴海総合高校 弐段 ⽥⾕ 季⾳ 開成学園
山本　 紗珠佳 晴海総合高校 菱沼 優吾 開成学園
中村　 美智葉 晴海総合高校 駒崎 理⼦ 葛飾総合⾼校

國分　 花⾳ 晴海総合高校 廣橋 ⽞⼈ 葛飾総合⾼校

三國 隼照 竹台高校 ⻩ 治瑄 窪⽥
松本 竺⼠ 東　高校 ⽥中 志乃 江⼾川⾼校
松尾 泰智 東　高校 後藤 洋⼀郎 江東
菅沼 春菜 東　高校 ⼭崎 幸夫 荒川
近藤 ⼩夏 東　高校 井⼝ みさと ⼩岩⾼校
渡部 ひかり 東　高校 ⾚尾 友佳 晴海総合⾼校

吉﨑 颯真 東　高校 ⼤髙 千佳 晴海総合⾼校

木平 和花 東　高校 ⼩林 由⾹ 浅草
髙橋 知沙 東　高校 ジュリアン ルメイトル ⾜⽴
齋藤 夏実 東　高校 ⼩林 愛由汰 ⽵台⾼校
小野 ⿇織 東　高校 平内 愛梨 東 ⾼校
舘岡 愛果 東　高校 松尾 尚紀 墨⽥
吉住 紗奈 東　高校 以上１６名
野村 広美 東　高校 参段 ⽩根 瑞季 東 ⾼校
桜井 春空 東　高校 藤野 ますみ 葛飾
南⼭ 梨々花 両国高校 井関 丘美⼦ 浅草
渡邊 すずか 両国高校 関 理沙 浅草
豊増 潔⾳ 両国高校 阿久津 真悠 墨⽥

以上３１名 ⽥所 ⼋重⼦ 中央
１級 近田 正和 開成学園 以上６名

青木 彩音 葛飾総合高校 四段 鄭 太雄 荒川
伊藤 愛心 小岩高校 佐藤 志津樹 ⾜⽴
樋岡 やや子 小岩高校 吉岡 海輝 千代⽥
木嶋 那緒子 小岩高校 以上３名
小倉 麻奈 ⼩岩⾼校
古川 衣華 小岩高校

盛 美絵子 小岩高校

飛山 紗耶 ⼩岩⾼校
吉野 優花 ⼩岩⾼校
園田 凜 ⼩岩⾼校
猪野 彩華 ⼩岩⾼校
栗屋 楓 ⼩岩⾼校
齋藤 麻菜 ⼩岩⾼校
岡田　 理生 晴海総合⾼校
佐藤　 侑依 晴海総合⾼校
寺岡　 美月 晴海総合⾼校
平間　 瑠花 晴海総合⾼校
坂東　 晃祐 晴海総合⾼校
遠藤 陽和 ⽵台⾼校
野見山 晟愛 東 ⾼校
井上 心 東 ⾼校
柄澤 菜緒 東 ⾼校
風巻 彰哉 東 ⾼校
川端 悠世 東 ⾼校
井上 美羽 東 ⾼校
齋藤 利菜 東 ⾼校
上野 芽衣 東　高校

山口 あい 東 ⾼校
平賀 さやか 東 ⾼校
川上 佳華 東 ⾼校
藤井 杏 両国高校

以上３２名
初段 張 良亮 窪⽥

⽴花 顕⼀ 窪⽥
⼤⼭ 夏輝 窪⽥
村野 莉⼦ ⼩岩⾼校
瀬⼾⼝ かな ⾜⽴
瀬良 智⼦ ⾜⽴
⽐嘉 琉聖 ⽵台⾼校
⽯⽥ きずな 墨⽥

以上８名


