
令和三年度 第一回石川県中学高校生ビデオ審査会 結果 

令和３年６月１２日・１３日の二日間、県立武道館にて実施されました。 

 

【合格者】 

１２日 

＜二級＞３８名 

（内灘中）姉川 恵人 ・房田 海翔 ・飯田 真叶 ・村上 航太 ・前浜 怜 ・田中 悠貴・ 

加藤 哲朗 ・嘉門 ゆら ・中端 琉杏 ・村上 大和 

（金沢錦丘中）辻 拓真 ・藤本 恭子 ・谷内 優斗 ・野村 光生 ・鳥谷 多緒 ・ 

神田 咲太朗 ・澤井 謙鳳 ・西村 叶恵 

（羽咋中）江場田 幸介 ・梅田 碧羽 ・政岡 クララ ・本多 正樹 ・岡﨑 羽純 ・ 

小澤 明季 ・作本 寧々 ・北野 桃子 ・山本 久瑠実 ・大森 柚葉 ・岡田 莉奈・ 

喜多 巧 

（山中鳴弦会）中谷 なずな （県武弓道会）宮崎 衆 ・岡 祥太郎 ・藤田 学翔 ・ 

奥田 葵月 ・高井 華夏 ・浅田 犀成 ・長谷川 光    

＜一級＞５５名 

（内灘中）浜本 太樹 ・髙本 琉大 ・石本 依与 ・坂本 真輝 ・若林 羽菜  ・ 

欠 隼斗 ・小松 一覇 ・森山 奈那香 ・夷藤 つばめ ・柴田 妃香里 ・高原 奈々未  

坂井 想那 ・北村 悠珠 ・吉田 恭花   （邑知中）武藤 百花  

（金沢錦丘中）合田 光来 ・飯田 稔々香 ・宮永 奈央 ・茶谷 姫咲乃 ・ 

前田 銀次郎 ・三山 莉穂 ・嶋口 怜那 ・髙橋 至恩 ・浅井 一華 ・ 

石井 彩香 ・相内 里愛       

（羽咋中）杉浦 千春 ・横濵 莉愛 ・髙井 楓 ・儘田 希桜 ・枡谷 紅葉 ・角橋 佑哉 

酒井 こころ ・寺 陽生 ・谷多 由菜 ・備後 七海 ・富田 大 ・長尾 龍成 ・ 

坂本 和音 ・松下 莉桜   （宝達高）山本 奈由 ・前田 実穂 

（県武弓道会）長谷川 圭佑   （かほく市）後藤 紫咲 （金沢錦丘高）林 純奈 

（星稜高）水橋 愛可 ・石野 歩佳 ・柳瀬 心花 ・狩野 堅太郎 ・吉田 蓮 ・ 

 川久保 晴 ・宮川 夏歩 ・嶋 優成 ・岩濵 大地 ・前田 祥互  

 

＜初段＞２９名 

（金沢泉丘高）岩戸 俊樹   （宝達高）津田 侑希  ・喜多 ゆりあ  

（県武弓道会）土佐 麻結 ・髙木 彩乃 （小松高）山本 理央 ・吉井 優介 ・ 

土田 華 ・今村 仁美 ・南  綾汰 ・一二 岳登 ・西田 伶         

（星稜高）今井 理瑚 ・松本 真奈 ・藏谷 周生 ・竹田 京平 ・樋口 眞慈  ・ 

大澤 太一 ・川端 晃 ・開 千珠 ・加藤 大和  



（金沢市立工業高）松田 蒼潤 ・ 堂前 美由菜 ・德坂 信吾 ・清水 昴輔 ・縄 美沙 

木村 円香 ・安宅 音弥 ・中黒 翔月     

＜弐段＞２０名 

（金沢泉丘高）大浦 美咲  （小松高）沖田 怜太郎 ・益山 紗智 ・曽良 祥花 

（大聖寺高）大杉 暉之  （金沢錦丘高）藤谷 武蔵 ・中河 はづき ・守田 希海 

（星稜高）小崎 凜 ・物部 彩菜 ・若林 あすか ・小山 優奈 ・平田 優衣  ・ 

竹田 有里 ・髙木 こころ ・市井 那奈 ・牧口 遥    

（金沢市立工業高）谷口 赳都 ・西田 智 ・林 大晴     

１３日 

＜三級＞ １名 

（小松明峰高）橋本 亜季       

＜二級＞ ７名 

（小松明峰高）深田 結永 ・糸崎 駿太 ・河原 慧知    （県立工業高）古田 翔海 

（鶴来高）東坂 凌汰 ・野嶋 夏紀   （金沢桜丘高）池田 遼太郎  

＜一級＞６２名 

（金沢高）越路 歩夢   （七尾東雲高）田中 利樹 ・南谷 大介 ・山下 凜生 ・ 

 棚田 理玖 ・藤岡 颯汰 ・福井 皓太 ・山本  祥栄   （小松明峰高）谷沢 果音 

本多 皇翼 ・大西 彩輝 ・松井 風奈 ・川原 佑輝 ・犬丸 琴絵  ・若松 和志 ・ 

中村 美陽 ・深田 絆永 ・髙井 那優汰  ・水口 光清 ・川道 晴凪 ・了田 帆乃叶 

宮本 波音 ・西 大揮 ・澤田 智哉   （県立工業高）北川 瑛士 ・山本 健太 

早川 櫂 ・山田 海心 ・山上 楓峨 ・髙橋 祐華 ・國田 怜央 ・松永 あいき ・ 

麦山 智帆 ・杉本 由記 ・八日市 凌太    （鶴来高）小林 太一 ・門倉 票 ・ 

藤田 朝聖 ・豊田 竜弥 ・村山 雄飛 ・中村 征那 ・北本 峻悟 ・中村 悠愛    

（金沢桜丘高）新出 彩乃  ・上村 友香 ・鈴木 音葉 ・末岡 諒大  ・田中 里緒桜  

吉藤 由羽 ・村田 真唯 ・内川 裕大 ・田村 穂乃実 ・坂本 藤萌 ・高塚 遼人 ・ 

小倉 涼葉 ・ 大西 鉄朗 ・浅香 那々子 ・長田 千幸 ・丹保 華那 ・川塲 初音 ・ 

奥村 彩花 ・大野 陽生        

＜初段＞３９名 

（金沢伏見高）畑中 菜生子  （金沢北陵高）水上 梨緒 ・前田 梨光 

（金沢高）山下 夕月 ・北川 実凛 ・小嶋 奏楽 ・松本 愛花 ・米田 結香  ・ 

青木 孝樹 ・ 伏見谷 優月 ・中角 美月 ・村口 海仁 ・西田 直代 ・小高 あやな 

宮越 舞葉 ・細川 まい （金沢学院大学附属高）北 杏奈 ・田甫 遥香 ・ 

佐藤 美空 ・白川 莉央 ・倉下 通子 ・山田 愛華   （津幡高）新甫 莉奈  

（小松商業高）鎌谷 由以    （県立工業高）本間 小雪 ・野竹 春登 ・中堀 善之 

（鶴来高）石倉 真理子 ・吉本 悠真 ・河端 空 ・三島 恭介 ・市田 航平 ・ 

笠鳥 珠美 ・江津 颯斗 ・伊深 まゆ ・森  奏太 ・西野 彩音 



（金沢桜丘高）中田 萌々香 ・ 清水 朝登   

＜弐段＞２８名 

（金沢伏見高）米田 涼乃 ・山田 竜聖 ・八巻 遥   （金沢高）坂下 開盛  ・ 

山内 大耀   （七尾東雲高）道口 香織 ・濱口 真生  （小松明峰高）堀 雪音 ・

北 彩乃 ・藤堂 真己   （金沢学院大学附属高）梅田 彩羅 ・宮本 優真 ・ 

長田 琴音   （小松商業高）市川 桜月 ・加藤 二葉 ・山本 紅羽 ・田中 瑞菜 

高市 瑞月 ・藤井 優衣   （県立工業高）村田 咲 ・橋本 慎之介 ・永吉 勇翔 

浅地 めぐみ ・髙木 祥多 ・出口 憧 ・松元 菜奈    

（金沢桜丘高）池田 朱真 ・渡辺 咲来      

           


