
剣道段位新居浜審査会合格者 令和2年9月20日　新居浜市武徳殿

初段 鈴木　李佳 志賀　妃菜 津山　碧 髙橋　美乃莉 杉野　星梨香 藤永　美羽 岡田　蒼空 村上　想来 黒田　沙依里 藤田　奈優
日浅　結葉 片岡　千春 森川　花恵 村上　郁寧 大西　澄玲 松浦　伊織 公原　有理 大河内　小暖 谷口　みつき 泉　初菜
櫛部　真綾 村上　愛華 豊嶋　莉奈 青野　美紅 土岐　初音 渡部　真優 牟田　葵音 秋山　結菜 曽我部　夢那 近藤　花夏
山本　真衣 佐伯　莉子 谷口　紗那 藤本　愛美 北沖　美空 神野　友希 小野　愛琉 髙橋　歩 曽我部　姫鞠 石川　ひまり
清水　煌 芥川　博琥 前谷　優作 武田　翔己 村上　祐汰 宇佐　拓司 二神　彰希翔 西川　雄貴 越智　伊吹生 小野　健成
坂元　太詩 小田　紘平 小田　陽平 長井　大雅 河内　擢虎 近藤　宗汰 曽我部　昭太 髙橋　瞭太 工藤　蒼空 金子　叶和
加藤　純 亀岡　暉 望月　聖 山下　晴也 星川　倖毅 中島　暖朝 星加　泰弥 橘波　龍之介 狩野　瑛翔 石原　幸賢
大西　創太 髙橋　一颯 山下　聡太 田中　杜 毛利　晄 田邊　太梧 佐々木　鷹弘 日和佐　翔太 深津　桜希 松本　健佑
淺野　嵩大 中川　彰己 大橋　弘暉 青野　凌大 成田　剣心 菅　琥太郎 星野　友希 西田　拓実 佐伯　天翔 黒川　翼
合田　光輝 片山　生絃 高島　哲平 清水　大夢 福本　泰雅 永居　己育 筒井　士愛 菅　瑛心 仙波　匠海 平岡　佑太
矢野　凌聖 赤石　慈生 （以上102名）

二段 村上　紗菜 柚山　璃音 斎藤　こはる 矢野　彩吹 星加　来瞳 片山　理子 黒木　陽加 中村　嶺花 越智　悠華 髙平　京香
八木　こころ 新倉　小夏 吉田　華乃音 小賀野　未咲 西川　実那 中川　茉優 楠　怜真 眞鍋　有叶 直野　暖人 佐藤　康生
近藤　光琉 丹　瑛寛 木花　咲太 金坂　侑河 久留主　遥人 田邊　皓世 松木　直人 光藤　大智 山本　稜汰 井出　凜太郎
村上　了介 一色　春彦 武田　宙夢 杉上　陽都 竹田　雪颯 藤本　大稀 田宮　正翔 寺岡　大夢 寺岡　大智 岡部　凌駕
徳山　臣人 村上　慎聖 藤岡　幸晴 松尾　悠平 村上　須星 髙橋　匠馬 佐藤　颯 永野　純汰 河本　秀和 石川　耕平
永吉　翔空 河野　刹那 池田　龍哉 山下　琉空 本宮　優一 平岡　風翔 松岡　冴祐 池田　大輝 木村　葵生 渡辺　葵真
渡部　青龍 森　蓮滋 筒井　一朗 笹岡　伊吹 荒井　海舟 田中　煌大 大成　樹 長渕　一真 村上　響 中川　聡一朗
森　俊輔 久枝　日向 神野　温星 神野　裕輝 髙橋　佑騎 伊藤　頼仁 伊藤　大樹 伊藤　有珠 （以上78名）

三段 廣瀬　美優 西田　真奈 森　瞳美 竹田　知華 清水　大暉 村上　剣翔 近藤　汰希 宇髙　孝祐 瀬野　翔太 坂元　涼太
渡邉　拳心 長野　竜拓 阿部　洋大 松木　岳人 横田　優輔 今井　晴信 神野　晴生 藤本　聖斗 西村　俊哉 松本　翔唯
日野　優璃 八崎　零皇人 （以上22名）

四段 （なし）

五段 中司　薫 鎌田　弥咲 （以上2名）

参加役員審査員

役員 三浦公義 俊野徹人
審査委員長 藤岡　渉
審査員 田邊重義 一栁幸利 戒田純章 玉井治樹 谷口俊夫 谷口睦男 片上裕之 近藤哲弘 石丸博章 真鍋公孝

亀井喜一郎 新名博之 村上尚哉 加地晋一郎 處　人文
事務局 伊田尚史 太田洋一郎 高須賀千穂 佐伯政哉 山本高虎
補助員

実技試験あと一歩受審者 （なし）

新居浜市剣道連盟
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実技合格率 最終合格率

％ ％

初段 109 2 107 107 103 96% 0 1 102 95%

二段 90 2 88 88 84 95% 0 6 78 89%

三段 23 0 23 23 23 100% 0 1 22 96%

四段 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0%

五段 3 0 3 3 3 100% 0 1 2 67%

合計 225 4 221 221 213 96% 0 9 204 92%
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