
剣道段位松山審査会合格者 令和3年12月12日　愛媛県武道館

初段 高橋　花音 西岡　心 鈴木　志麻 玉井　由奈 白石　愛結 石原　花子 兵頭　咲来 常國　玲琉 瀧野　ゆい 篠浦　凪桜
　 武智　和杏 鈴木　凪 遠富　なる 藥師寺　綺良來 武智　紅里 宮田　愛加 高市　妃菜 藤岡　七海 大原　光月 中山　凛紀

田中　唯織 中野　文音 日野　鈴夏 菅野　楓奈 伊丹　友利 五十嵐　美羽 前田　麻由美 大原　万弥 林　憲汰 神毛　零人
松木　柊太 西井　智毅 清本　優貴 白石　颯 井渕　隆太 水谷　孝之 谷口　昊徽 鳥生　怜央 渡部　遥斗 山本　啓太
藤岡　一輝 保井　蒼舞 兵頭　陸太 津野　立和 中島　千寿 高須賀　快璃 武智　大和 鈴木　涼太 杉山　晴紀 小玉　慎太郎
小池　陽登 宇髙　成彦 木村　虎太郎 石原　瑞己 高橋　煕紀 秀野　速音 甲斐　冬馬 矢野　竜成 柳井　日月 川上　塁滉
村上　海透 酒井　勇造 幸田　進之介 森川　晴仁 豊田　涼琥 馬木　仁雅 塩﨑　凜空 高橋　晴暉 清家　幸大 友永　大輝
大上　之翔 木下　蒼介 松之本　悠晴 石原　壮次郎 佐伯　龍生 石村　倖都 佐伯　颯大 宇都宮　奏大 宮﨑　理央 大野　壮一朗
石村　聖恭 兼頭　玄 藤田　大雅 山﨑　碧海 瀧本　頼斗 黒田　智祐 松本　秀晟 角谷　雄吾 千葉　大翔 木下　翔貴
河内　建人 苅田　翔 越智　海斗 西岡　尚之 篠﨑　孝二 足立　冬馬 赤松　拓哉 山口　将舞 物部　燎太郎 村上　開陸
新口　達也 黒川　慎太郎 伊藤　晃平 河本　崇希 渕野　隆行 （105名）

二段 桝谷　琴乃 髙橋　凉彩 篠浦　由妃 市山　莉彩 阿部　汐里 市山　莉菜 土岐　初音 玉井　凜乃 坂本　優杏 三島　綾乃
清家　花歩 織田　真奈羽 曽我部　夢那 二宮　悠梨 菅　愛里 土居　絢心 菅　知成 冨田　夏生 髙橋　一平 赤松　大翔
藤田　崇芳 赤松　駿 阿南　龍佳 小島　乾新 藤本　蓮 村上　竜士 芥川　博琥 佐々木　悠翔 林　龍誠 鈴木　梢太
酒井　央季 安永　龍誠 友田　安希人 織田　悠義 中井　聡一 三原　天志 坂本　顕次朗 大倉　惺吾 武内　煌真 浅野　功真
田所　歩武 沖原　大介 大﨑　悠世 松本　洋太朗 山下　晴也 酒井　叶夢 大橋　弘暉 仙波　匠海 薦田　洸輝 佐伯　天翔
武田　真斗 角藤　大晟 木下　慶音 宇都宮　碧心 白川　雅治 宍戸　蓮 井上　遼河 岡崎　壮真 （58名）

三段 越智　海季 野口　佳那子 若松　咲良 山田　百花 魚見　紅海 山田　美姫 石﨑　ヒカリ 土岐　穂乃美 坂本　七海 武本　麗
世良　実弓 紀熊　木葉 杉原　芽唯 中村　菜智 遠藤　ゆりか 稲垣　佐和 白藤　一昂 小原　健慎 藤原　海翔 髙宮　悠
柚山　武蔵 太田　淳尭 寺岡　央登 植田　紘太 藤田　大翔 豊嶋　陽 松尾　佳樹 相原　康太 國分　丈志 坂本　珠生
沖永　翔 池内　颯斗 鎌倉　佑成 三好　杏太朗 岡崎　陽向 杉原　令 土井　隼人 安藤　祐次郎 石丸　愁 中平　柊哉
松浦　憂士 坂本　大輔 有田　逸平 （43名）

四段 靏田　杏実 吉田　歩波 大城　明裕奈 瀬尾　真矢花 岩中　まりな 二神　明日美 今久保　知那 菊川　義将 新谷　健太 山下　椋平
青山　将大 中川　智仁 山本　泰 牟田　敬之 （14名）

五段 土田　望恵 大嶋　美緒 菅　優樹 藤本　健吾 川口　滉貴 小笠原　直輝 橋田　航佑 宅見　亘 門田　圭人 三谷　真
上田　典和 加地　永治 中西　彰 （13名）

参加役員審査員
役員 俊野徹人 白石武平太 近藤英俊

審査委員長 大城戸功
審査員
実技・学科・形担当 山﨑克弘 菊池　剛 白石　学 中野善文 橋田研二 松本敏彦 河原田　洋 石本公宏 日野林住一 井上隆二
事務局 伊田尚史 太田洋一郎 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

実技試験あと一歩受審者
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審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2021/12/12　松山審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 109 1 108 103 100 97% 0 0 105 97%

二段 58 0 58 55 55 100% 0 0 58 100%

三段 47 1 46 46 43 93% 0 0 43 93%

四段 22 0 22 22 14 64% 0 0 14 64%

五段 17 0 17 16 12 75% 0 0 13 76%

合計 253 2 251 242 224 93% 0 0 233 93%
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