
剣道段位松山審査会合格者 9月23日 愛媛県武道館

初段 松井　曜子 菅能　結月 田神　留奈 本田　理子 松井　珠子 平松　ひより 塩見　幸穂 大西　美歩 後藤　彩恵 松田　花奈
渡部　千紗 武市　稀美英 芳野　由空 岡本　芽依 片谷　妃南子 久保　海帆 門田　陽夏 篠森　玲 武知　ゆうな 土家　菜月
山中　麻琴 友近　華 山崎　里紗 大野　櫻子 青木　梨穂 石田　心 兵頭　咲名 武市　美有紀 西野　裕理 徳永　まゆみ
伊藤　帆海 檜垣　瑞穂 松永　優海 久保　龍矢 吉松　裕次郎 大野　晟幸 仲田　涼央 日野林　隆盛 木村　仁哉 瀬戸山　尽
森田　惟月 田中　薫 山田　悠人 可部　裕真 永田　蒼太朗 上田　駿瑛 植村　有我 小田　隆仁 渡邊　篤 山内　怜
瀧本　塁斗 遠藤　瞬生 大原　聖一朗 井出　雄大 宮田　陽翔 大堀　康太郎 太田　将博 谷本　章 光井　健祐 矢野　秀悟
村上　昂志 南條　伊吹 隅田　尚亮 竹内　玖瑠 高橋　秀虎 福田　海人 矢原　誠隆 亀岡　雅治 篠﨑　健心 門屋　吉毅
田渕　裕大 明賀　巧真 窪田　隼佑 松田　大生 西村　陸汰 新谷　健太 田中　勇飛 加藤　輝 二宮　周平 渡邉　章大
宇佐美　智之 横田　大悟 三田　羽亜人 岩崎　将也 土居　和月 菅野　惇 藤原　崚太 江村　尚稀 大塚　悠馬 宇都宮　隆佑
須之内　瑛太 玉井　伸幸 田中　嘉一 篠原　靖征 大西　英徳 坂巻　賢二郎 清本　良太 中川　明日香 瀬崎　望海 可部　研輔
中川　晃 田中　寛人 （103名）

二段 日野　結月 土屋　理紗 菅　満奈美 村上　佳菜 三木　英音 大西　みのり 菅能　愛結 石元　悠生莉 西山　香 吉田　明日香
奥田　智子 村上　遥香 稲本　愛里 尾藤　萌々香 内海　友美 山中　香穂 星川　真穂 渡邊　茜 神尾　優 倉本　夏妃
島田　陽依 川邊　琴音 日野　早耶香 山川　華奈 斎藤　亜美 近藤　郁美 三好　瑞希 山本　恵 松永　月輝 山本　海星
石丸　翔也 望月　太陽 中山　天秀 池内　厚也 大政　佑太 好川　直希 織田　惇平 森田　誠己 伊藤　翔生 木村　駿太
鎌田　悠希 池原　海人 宮内　蓮 紀熊　太智 守田　伊吹 池見　正道 加地　勇大 髙宮　渉 塩崎　渓介 上田　健太
門屋　辰太朗 中塚　楽翔 青木　健太 渡邉　悠生 酒井　理玖 浦川　一真 向井　大貴 近藤　優雅 伊藤　勇輝 益本　湧大
矢野　兵悟 田中　將貴 山本　遼 渡邉　紘夢 金本　龍樹 片山　峻輔 西山　晟佑 武智　陸 中西　健人 宮田　梨央
白石　敦志 松永　啓波 船本　昂郁 篠崎　拓真 藤原　暉斗 三浦　稜太 本田　純野 （77名）

三段 大嶋　真依 大西　さくら 藤本　聖菜 村上　優花 近藤　沙希 橋本　青佳 桜木　陽子 山根　梨乃 桑之内　汐織 吉田　千莉
山本　琴音 矢野　美由紀 平野　容子 石田　雄大 土屋　隆紀 齋藤　巧 村上　大和 井上　泰地 大内　智仁 川口　大貴
山田　涼太 小笠原　渉 友澤　笙 田窪　佑一郎 日浅　惇之 菅　龍太朗 高須賀　大地 楠　健太郎 山内　秀記 西岡　直哉
永井　良一 上垣　陽高 村上　知也 清本　哲也 田所　凜太郎 （35名）

四段 武田　沙織 住吉　佑梨 酒井　愛奈 田中　大夢 佐藤　克憲 永井　瑞稀 佐藤　晴紀 山田　晃平 檜口　僚介 渡邉　大輝
山本　雅祐 児玉　武留 緒方　悠人 伊藤　竜平 有田　太一 岡田　佑介 谷　昌晃 市井　鉄也 平野　紀男 岡田　晋一

（20名）
五段 田中　克弥 片岡　大輔 中　篤史 井出　慎太郎 谷本　充彦 松田　知美 白岡　邦彦 藤田　清 田中　佑治 （9名）

参加役員審査員
審査委員長 藤岡　渉

役員 加茂　功 大城戸　功
審査員 宮谷金吾 桜木俊幸 眞鍋光秀 松本清五 渡部憲雄 中島英智 宮田良二 渡部雄三 高市昌宏 濱田豊彦

実技　形担当 遠藤利典 河邉徹朗 青野藤壽 黒田劼也 新谷定俊
学科担当 片上裕之
事務局 大竹浩一 小原里佳 菅　幹博 菅　太樹
補助員 松山市剣道連盟

実技試験あと一歩受審者
初段 301Ｄ 302Ｄ
二段 215Ａ 215Ｂ 215Ｄ 217Ａ 217Ｄ 311Ｄ 316Ｅ


