
令和三年度 第三回石川県中学高校生ビデオ審査会 結果 

令和３年１１月６日・７日・１４日、県立武道館にて実施されました。 

 

【合格者 ６日】 

＜二級＞１３名 

（小松大谷高校）水野 至貴・竹下 愛美・北 凱嵩  (羽咋工業高校) 吉田 波琉・坂口 天聡・山村 真彩

(野々市明倫高校) 宮本 宏保・廣田 真優華  (加賀市) 氷見山 公翔・前山 翔平・窪川 瑛真 

(大聖寺高校) 橋爪 幹太・裏本 航生  

＜一級＞４８名  

(小松大谷高校) 堺 望花・北 凌也・大橋 未羽・家出 祐輔・徳田 律平・浜田 愛花・織田 真央・ 

平野 維希・坂下 優哉・森下 亜央・水村 江里子・越田 羽琉・宮本 楓加・橋出 彩音 

(羽咋工業高校) 向 大和・内潟 柊介・奥井 梢江・舛岡 和佳奈   

(野々市明倫高校) 髙田 竜雅・古舘 冬羽・髙濱 徹平・出口 遥登・内園 亜月・今村 藍子・石坂 蒼菜 

池田 弥世子・鉾本 晴菜・越野 空  (羽咋中学校) 江場田 幸介・梅田 碧羽・政岡 クララ・ 

本多 正樹・作本 寧々・北野 桃子・大森 柚葉・岡田 莉奈   

(金沢錦丘中学校) 藤本 恭子・鳥谷 多緒・西村 叶恵 

(大聖寺高校) 谷口 隆稀・嘉野 晃大・高橋 ひな・沖山 丈太朗・池端 祐衣・尾崎 毬乃・山根 寛大・ 

亀山 凌空   (県立工業高校)古田 翔海       

＜初段＞４３名 

(小松大谷高校) 﨑野 有羽・岡﨑 空・山口 七帆・松下 なつみ・浅井 舞花・得田 千裕・水口 息吹 

(七尾東雲高校) 田中 利樹・福井 皓太・南谷 大介・山下 凜生・棚田 理玖・藤岡 颯汰・山口 海凜・ 

合田 涼  (野々市明倫高校) 山島 芽依・村田 優月・堀 若菜・山崎 愛莉・小林 明里香 

(金沢錦丘中学校) 長谷川 雅  (金沢二水高校) 吉田 空・畑 菜々花・稲吉 真理奈・岡 駿太郎・ 

小中 はるな・西田 悠真・安島 暖陽・三﨑 光・庄田 愛莉・西井 智香・高野 響・當麻 日向汰・ 

井上 夏名・荒木 湖々音・加藤 真麻  (県立工業高校) 山本 健太・松永 あいき 

(金沢錦丘高校) 林 純奈・廣田 千佳・三納 理紗子・大西 彩愛・田中 智都 

【合格者 ７日】 

＜二級＞８名 

(鹿西高校) 水本 紗也香・干場 珠李・高橋 奈々   

(金沢泉丘高校) 東堂 ひかり・朝倉 卓生・藤本 陽斗・井上 友花  (羽咋高校)  橋 亮 

＜一級＞２８名 

(県武弓道会)  高井 華夏 ・長谷川 光  (鹿西高校)  寺下 結・松岸 咲良 

(金沢泉丘高校)  柚木 一輝・岡部 慎之介・田中 さくら子・廣瀬 佐和・藤川 悠斗・中川 明人・ 

敷中 紗雪・堅田 陽介・山瀬 優雅・守山 里南・藪 和奏・山本 佳穂・大坪 万葉・前 福乃・ 

小林 真結・橋本 幸奈・金澤 愛美・四ツ井 優日・砺波 真大・本郷 友梨    

(羽咋高校)  和泉 里於・竹本 千洋・竹本 華・北山 大智 

＜初段＞１２名 



(県武弓道会)  表 友理・宮本 学彦  (鹿西高校)  辻口 こころ・一花 彩花  

(羽咋高校) 木谷 晴人・古川 雅人・横井 照  (金沢伏見高校)  坂井 詩菜・前野 日菜・  

中川 優輝・菊池 加恋・提嶋 心結 

＜弐段＞１名 

(羽咋高校)  竹屋 祐輝          

【合格者 １４日】 

＜二級＞２名 

(星稜高校)  中宮 啓次・西野 汐梨        

＜一級＞２３名 

(小松商業高校)  藤本 櫻心・鏡谷 亜依・藏田 詠士 ・北川 佳奈・高平 陸矢・草田 小都巴・  

東 杏香・清水 明星  (金沢市立工業高校)  杉森 斗哉  (鶴来高校)  東坂 凌汰 

(星稜高校) 中盛 紗雪・佐々木 結依・大久保 和輝・太田 優樹・桑原 心結・尾西 翔太・碓井 結好・ 

新谷 優菜・橋本 菫・川塲 美空・今高 菜々子・中川 春空・神戸 將伍    

＜初段＞２３名 

(金沢市立工業高校)  仙嵜 陽太・村太 健太・向 風樹・向 春樹・安藤 陽生 

(鶴来高校)  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 

(星稜高校)  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・金山 日菜和・長田 晃輝  (金沢学院大学附属高校)  谷口 琴音    

＜弐段＞５名 

(小松商業高校)  鎌谷 由以  (金沢市立工業高校)  德坂 信吾・縄 美沙 

(鶴来高校)  伊深 まゆ  (金沢学院大学付属高校) 倉下 通子    

            

  


