
剣道段位松山審査会合格者 令和元年９月２３日　愛媛県武道館

初段 上田　実菜 桑田　奈留歌 津野　ひなた 村上　千紘 宮谷　絆吏 鈴木　由乃 久保　遥香 楠原　采留 合山　憂楓 菅　花連
（107名） 山内　小湖音 石﨑　三奈 渡辺　萌愛 神谷　明日香 馬木　花笑 松永　のぞ美 紺家　海天 藤田　有咲 杉原　ひかる 石村　真彩

後藤　優花 橋本　桃果 近藤　美歩 鎌田　真生 土岐　七海 兵頭　磨未子 神野　花歩 西田　暁枝 正岡　和翔 土田　零士
保井　紅輝 秋川　蒼太 笹川　未来都 石丸　大翔 藤本　大稀 尺田　貫太 森田　悠友 寺岡　大智 前田　流星 佐藤　颯
石原　樹 樽井　駿 森田　啓友 阿部　倭 荒井　海舟 金本　侑大 林　友輝 本宮　充樹 大西　優太 近藤　光琉

横井　凛空 村上　晃基 西岡　嵐 池田　龍哉 定成　連 宮本　光 下土居　空隼 渡部　健心 大塚　怜士 石川　弘樹
藤田　瑛太 河島　大輝 安達　乙輝 平尾　一喜 渡辺　斗真 長賀部　晴太 門田　航承 藤岡　幸晴 永野　純汰 土居　大哲
村上　須星 忽那　滉大 村上　慎聖 木下　朋之 亀尾　悠晟 大原　祐二朗 一色　成 岡宮　俊季 大野　鳳也 井出　翔大
川崎　憂 堀田　海翔 森川　景太 濵本　直希 佐伯　凜太郎 遠富　開 渡部　陽向汰 守田　丈 浮穴　佳孝 古本　創大

菊地　遥琉 高橋　岳杜 村上　虎太郎 原田　快斗 赤松　瑞夏 松本　元希 都築　一弥 平田　智也 請田　祐大 名倉　宗輝
髙松　亮太 檜田　湧斗 髙木　純平 井上　聖規 長岡　立城 喜田　仁 吉田　拓哉

二段 若松　咲良 丸橋　麻夢 山田　百花 山田　美姫 越智　望愛 越智　日菜 渡部　乃愛 土岐　穂乃美 小西　雛 細野　香織
（63名） 石﨑　ヒカリ 内村　姫那 篠﨑　花 遠藤　ゆりか 杉原　芽唯 世良　実弓 武智　芽生 小田　由寿 武本　麗 二宮　陽彩

岡本　歩夏 久井　飛鳥 寺尾　絵理子 林　恵子 宮本　蒼司 武田　稜央 越智　敦也 水谷　尚之 池内　颯斗 渡部　真也
家木　俊輔 西尾　優輝 髙宮　悠 髙橋　颯太 小原　健慎 豊嶋　陽 寺岡　央登 村上　楓太 渡邊　功太 林　龍正
市山　聖人 柴田　康孝 森田　大翔 河野　遥生 田中　優也 三好　杏太朗 二瓶　陽太 大石　歩樹 太田　淳尭 片岡　一真

吉村　慎一朗 安治川　滉士 西本　有希 土井　隼人 門田　英樹 越智　勇成 城戸　桜士 中谷　颯太 久岡　航輝 上甲　優亜
川上　晃太朗 來島　一彰 有田　逸平

三段 井出　真華 露口　綾夏 篠浦　礼凪 小原　夕依 井上　奈緒 武智　鈴果 西原　千尋 鳥越　紫甫 松井　珠子 平松　ひより
（52名） 松井　曜子 髙塚　紗弥菜 河野　夏芽 岡本　真由 大藤　来美 髙岡　美奈 五十崎　真味 清家　真衣 松永　昭子 和泉　翔生

岩原　潤哉 栗原　生吹 河村　海里 関　旭翔 宮本　皇駿 泉　香輔 奧田　彰治 石田　清仁 三輪田　大知 戸田　成哉
渡邊　敢太 清家　正太郎 森本　航太朗 矢野　美空斗 吉松  裕次郎 武智　新 田中　龍誠 別宮　健斗 沖原　京介 矢野　純一
中島　駿一 仲田　涼央 西原　悠太 近藤　天翔 松永　優海 近藤　陸 大野　響生 髙宮　渉 芦田　純一 日野　一樹
三好　宣洋 池内　太一

四段 杉野　宙貴 山口　匡拓 井上　昌也 山本　悟史 野本　悦民 福本　俊太郎 三宅　篤
（7名）
五段 佐藤　友彦 天野　孝基 塩崎　大悟 川尻　雄洋 平野　紀男
（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 門田睦志 菊池　剛 白石　学 橋田研二 中野善文 松本敏彦 河邉徹朗 中野保弘 石本公宏 佐伯和洋

新谷定俊 小笠原宏実 池内達夫 大野裕介 村上輝夫
学科担当 青野藤壽
事務局 太田洋一郎 小原里佳 吉川知佐子 久保隆史 砂嶽善郎 梶原佑介
補助員 松山市剣道連盟

実技試験あと一歩受審者 218Ｂ 121Ｄ 123Ａ





審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2019/9/23 松山審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 111 2 109 109 107 98% 0 0 107 98%

二段 74 4 70 70 64 91% 0 1 63 90%

三段 56 1 55 55 53 96% 0 1 52 95%

四段 12 0 12 12 8 67% 0 1 7 58%

五段 11 2 9 9 5 56% 0 0 5 56%

合計 264 9 255 255 237 93% 0 3 234 92%
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