
剣道段級位松山審査会合格者 令和2年9月13日　愛媛県武道館

初段 玉井　凜乃 和田　希望 三島　綾乃 黒星　美晴 市井　しずく 竹本　芽生 坂本　優杏 樋口　こはる 髙橋　凉彩 伊藤　美羽
宇和川　結 川上　愛桃 大野　綺倫 森本　奏愛 常國　沙愛 光井　萊夢 力石　葵 古﨑　杏里 近藤　夏実 菅　知成
土居　絢心 菊池　広睦 森田　陽登 百目鬼　弘亮 青野　有真 𠮷中　丈汰 林　朋輝 大野　琉輝 山下　隆桜 友田　安希人
藤永　遥斗 坂本　顕次朗 河本　悠希 西本　倖也 中井　聡一 戒能　颯真 石原　太郎 織田　悠義 松本　友誠 猿渡　倖貴
相原　将人 浅野　功真 三原　天志 宮本　迅平 冨田　夏生 河井　紫陽 土井　颯太 森岡　翼 清水　文也 田中　光
田所　歩武 大西　秀虎 中野　颯馬 大﨑　悠世 村上　月駿 薦田　洸輝 殿河内　春人 沖原　大介 中山　颯太 島田　隼暉
戸川　朔太郎 白川　雅治 （62名）

二段 上田　実菜 相原　光希 砂川　弥黎 山本　芽 松崎　希実 山田　妃芽 山内　小湖音 菅　花連 宮谷　絆吏 神谷　明日香
中塚　沙奈 長野　有沙 橋本　梓 松永　のぞ美 魚見　理絵 尺田　貫太 正岡　和翔 保井　紅輝 谷岡　将 品川　雅治
和田　允希 八木　和磨 松本　蒼衣 関　敦心 垣添　開心 俣野　莉玖 桐野　瑛成 後藤　秀太朗 三輪田　巧也 三好　温大
山田　純来 植田　一心 正盛　大晴 長野　隼己 砂嶽　直杜 亀尾　悠晟 安達　乙輝 大野　鳳也 石丸　大翔 大西　優太
横井　凛空 定成　蓮 渡部　健心 西岡　嵐 下土居　空隼 川崎　憂 林　友輝 土居　大哲 藤田　瑛太 石川　弘樹
忽那　滉大 渡辺　斗真 堀田　海翔 中島　永翔 津田　優希 越智　航 山村　龍之介 渡部　彰悟 前橋　ルビン幸 伊賀上　峻輔
城戸　悠 村上　虎太郎 守田　丈 高橋　岳杜 森川　景太 遠富　開 佐伯　凛太郎 赤松　瑞夏 河野　達也 水木　琉碧
山内　大弥 岡本　龍星 （72名）

三段 井上　みち 山内　涼花 川上　心愛 宇和川　遥 稲葉　美空 久保　雪乃 魚見　菜海 池田　恋 花岡　桃代 村上　優芽
須賀　久惠 山本　鈴々香 湯川　愛梨 水成　ひかる 矢野　美鈴 橋本　葵 村上　真歩 遠藤　夢羽 宇都宮　彩花 城平　文乃
横田　朋樹 桐田　武尊 藤本　明優 谷本　新庫 好本　修登 若松　武三志 山本　朔 大北　聖騎 垣添　潤心 中川　直也
片山　陽生 二宮　隆太 植田　一天 松本　慧士郎 白鳥　明日斗 黒澤　光樹 峯尾　空 生田　築志 渡部　杏汰 土居　大観
菅　匡希 山口　了寛 大野　颯也 谷本　昂輝 大野　晴稀 品川　航汰 波片　光 森川　祥行 光井　康祐 山下　義隆

（50名）
四段 新家　菜央 室岡　康平 菊地　竜二 原武　芳光 （4名）

五段 森中　梨世 三好　和義 森岡　将平 八木　将大 （4名）

参加役員 俊野徹人 白石武平太
審査員
審査委員長 大城戸功
審査員

実技　形担当 山﨑克弘 近藤英俊 菊池　剛 白石　学 遠藤利典 松本敏彦 河原田洋 後藤辰雄 石本公宏 佐伯和洋
日野林住一 村上輝夫 上田哲生 井上隆二 須賀徹也

学科、形担当 宮田良二 橋田研二 青野藤壽 中野保弘
事務局 太田洋一郎 伊田尚史 白石将人 高須賀千穂 吉川知佐子 野中俊弥
補助役員 松山市剣道連盟、東温市剣道会

実技試験あと一歩受審者 106A 108B 108C 108D 110A 111C 208C 209A 306D
116C 212A 214C 316E 120D 121D 122A 320C 321A
127A 127C





審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2020/9/13　松山審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 78 1 77 77 62 81% 0 0 62 81%

二段 94 0 94 94 74 79% 0 2 72 77%

三段 66 0 66 66 51 77% 0 1 50 76%

四段 9 0 9 9 5 56% 0 1 4 44%

五段 7 0 7 7 4 57% 0 0 4 57%

合計 254 1 253 253 196 77% 0 4 192 76%
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