
剣道段位松山審査会合格者 平成30年9月24日　愛媛県武道館

初段 小西　雛 大沢　友理乃 若松　咲良 丸橋　麻夢 山田　美姫 越智　望愛 山田　百花 渡部　乃愛 中矢　初音 明賀　のどか
林　舞香 細野　香織 遠藤　ゆりか 世良　実弓 石﨑　ヒカリ 佐々木　彩夏 武本　麗 大石　ねね 岡本　歩夏 内村　姫那
武智　芽生 杉原　芽唯 久井　飛鳥 吉田　愛奈 西田　ゆり 江原　実優 浅海　友郁 武政　肖 船田　美樹 平畠　杏樹

Tehya　Waters 寺尾　絵理子 久保　幸子 水谷　尚之 宮本　蒼司 松岡　柚太郎 家木　俊輔 伊賀上　峻輔 越智　航 池内　颯斗
渡部　真也 武田　稜央 西尾　優輝 菅　颯叶 立花　暖大 柴田　祐輝 曽我　颯 小原　健慎 大石　歩樹 髙宮　悠
阿部　響暉 森田　大翔 太田　淳尭 河合　潤弥 山岡　玲 池田　冬弥 片岡　一真 市山　聖人 竹宮　諒 椵　大陸斗
其田　颯弥 稲見　諭 青木　獅童 三好　杏太朗 坂田　空 二瓶　陽太 西本　有希 越智　聖悟 城戸　桜士 門田　英樹
中谷　颯太 久岡　航輝 瀧山　元気 土井　隼人 安治川　滉士 脇坂　幸輝 田中　優也 渡辺　颯太 河野　達也 浮穴　朋希
川上　晃太朗 重松　文仁 沼田　晃希 谷尾　尚孝 岡　隆盛 來島　一彰 武内　濫 小立　航世 津田　陽彩 松井　一帆
櫛田　翔太 近藤　亮介 髙須賀　太紀 八木　建祐 乗松　祐丞 髙橋　賢一 吉田　悠史 有田　逸平 （以上98名）

二段 白石　望華 坂本　七海 金本　桜桃香 岡田　菜々美 伊藤　舞花 須賀　久惠 相原　未紀 上川　輝莉 花岡　桃代 兵頭　樹香
村上　優芽 三浦　唯奈 梶岡　花菜 齋藤　汐莉 池田　恋 関谷　有恵 石田　比奈世 濱西　真央 福本　真央 中野　彩華
宮崎　紗生 中岡　真依 松永　ゆき美 橋本　葵 後藤　羽海 村上　真歩 井出　成美 遠藤　夢羽 豊川　裕菜 大原　千代
石原　真規 石田　明日香 八束　翔瑛 菅　一真 井上　稔大 峯尾　空 山口　了寛 黒澤　光樹 武智　悠晟 安藤　祐次郎
石丸　愁 池内　悠翔 川崎　悠斗 馬木　清玄 小沢　帝政 大野　颯也 松岡　諒 渡部　杏汰 伊藤　武隼 山崎　史豊
別府　世偲 福田　翔矢 長友　秋晴 兵頭　慶信 生田　築志 松本　慧士郎 玉ノ井　一器 土居　大観 成見　相汰 宮﨑　大知
太田　敬之 白鳥　明日斗 谷本　圭 菅　匡希 水谷　和之 髙橋　瑞生 松本　翔唯 矢野　功汰 夏井　俊輔 水島　旺士朗
光井　康祐 白川　啓翔 城戸　宙 吉村　滉騎 和田　耕平 髙橋　郁也 神毛　光 （以上77名）

三段 安川　麗奈 上玉利　芽郁 河本　萌 片岡　優菜 船本　旭香 沖野　彩華 菊地　萌恵 石川　花 加藤　玲桜 村上　朱里
田邉　希帆 川口　みらい 三木　英音 泉　あすか 武市　美有紀 樋口　暁 久保　龍矢 木村　仁哉 川村　駿介 土井　海聖
大橋　龍雅 南條　伊吹 五島　亮 渡邊　篤 福積　輝大 松浦　玄 山根　林太郎 中野　賢太郎 大野　樹 中田　龍也
池田　翔 本多　琢馬 宮内　恒太 光井　健祐 大下　泰治 山本　海星 山口　優司 高谷　岳 川口　大地 源田　将希
池田　大輝 佐藤　慶喜 新谷　健太 門屋　吉毅 山内　翔太 菅　朋輝 渡邉　奨和 山本　泰 （以上48名）

四段 戸田　陽香 平尾　千絵 池見　敬子 吉田　立樹 石川　貴一 井上　諒 菅　凌雅 田尾　滉平 大野　忠敬 中野　雅之
竹内　圭史 （以上11名）

五段 小野　孝明 門岡　誠也 土居　信二 速水　麻理 星加　洋二 （以上5名）

参加役員審査員
審査委員長 大城戸　功

審査員
実技　形担当 桜木　俊幸 田邉　重義 白石　学 菊池　剛 河野　吉昭 馬越　洋治 遠藤　利典 谷口　俊夫 青野　藤壽 信尾　道孝

山本　源治 近藤　哲弘 渡部　祐司 池内　達夫 石丸　博章
学科担当 伊田　尚史
事務局 大竹　浩一 太田洋一郎 小原　里佳 久保　隆史 吉川知佐子
補助員 松山市剣道連盟

実技試験あと一歩受審者
126Ｂ 126Ｃ





審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2018/9/24松山審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 106 2 104 102 99 97% 0 3 98 94%

二段 85 4 81 79 75 95% 0 0 77 95%

三段 55 0 55 55 48 87% 0 0 48 87%

四段 16 1 15 13 11 85% 0 2 11 73%

五段 11 1 10 9 5 56% 0 1 5 50%

合計 273 8 265 258 238 92% 0 6 239 90%
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