
剣道段位松山審査会合格者 令和4年12月11日　愛媛県武道館

初段 坪田　智菜美 山田　音芽 河野　菜奈子 大上　そよ華 矢野　有栖 高須賀　凛音 成川  麗愛 藤野　陽菜 近藤　累 三好　光琉
休場　桃子 安倍　由花子 西尾　羽純 越智　美由花 山口　由莉 関谷　桃華 鈴木　千尋 小山　葵 岡田　さりな 森田　華乃
山内　心愛 久保　里緒奈 山田　虹來 武智　雅 大澤　一花 鳥羽　さとみ 藤田　奈知子 松下　凜香 脇　美波 矢野　瑞季
山崎　由衣 小泉　文那 加藤　奈々子 光野　夏月 太田　琉稀 長尾　是成 宮谷　然 山宮  琉斗 宮田　晃希 今田　賢芯
毛利　汐馬 門田　朔空 菅  悠士 鵜久森　耀介 岡田　蓮 近藤　辰海 山本　湊心 小原　康介 上田　峻也 平井　湊都
泉　治樹 篠田　太郎 越智　亮太 篠森　翔琉 白川　陽大 濱口　航季 曾根　慎也 戸田　蒼平 平磯　凌 紺田　健二郎

　 吉岡　虎太朗 宇都宮　大河 安藤　康太郎 伊藤　優作 瀧本　怜也 萬條　航平 白石　大晟 近藤　修平 河内　聖 田中　雅俊
松崎　悠也 福西　健太 山田　裕昌 堀尾　海人 （74名）

二段 高橋　花音 石原　花子 田中　李幸 下土居　夢芽 遠富　なる 宮田　愛加 高市　妃菜 常國　玲琉 武智　紅里 大原　光月
池内　瑞希 田中　唯織 中野　文音 藤岡　七海 橋本　蘭 五十嵐　美羽 太田　心菜 平井　翔大郎 八束　航生 白石　颯
水谷　孝之 林　憲汰 清本　優貴 木村　虎太郎 津野　立和 石原　瑞己 杉山　晴紀 鈴木　涼太 小池　陽登 佐伯　駿

高須賀　快璃 山本　啓太 小玉　慎太郎 戸田　琉来 村上　海透 桐野　眞侑 古山　遼 真木　聖矢 幸田　進之介 伊藤　汰雅
矢野　竜成 酒井　勇造 藤原　春輝 川上　塁滉 白石　大芽 松之本　悠晴 大上　之翔 木下　蒼介 大野　壮一朗 青野　有真
黒田　智祐 猿渡　倖貴 瀧本　頼斗 中野　颯馬 河本　崇希 （55名）

三段 津野　ひなた 神谷　明日香 新倉　小夏 長野　有沙 百合　哉人 藤本　大稀 筒井　一朗 井出　凜太郎 尺田  貫太 伊藤　友弥
木村　晴翔 忽那　滉大 安達　乙輝 堀田　海翔 長井　鈴人 兵頭　輝彦 松脇  幸太郎 伊賀上　峻輔 島田  颯汰 児玉  大輝
森川　景太 竹内  大也 上井  蒼馬 竹村　力 森平  大翔 川崎  悠斗 西尾　優輝 池田  泰基 佐々木  雅虎 泉　憲之

（30名）

四段 井出　真華 佐伯　望美 天野　青空 村上　勝亮 竹内　友都 片山　峻輔 立花　浩平 藤村　和博 八木　俊幸 土居　康志
二神　大也 （11名）

五段 藤井　慎之輔 池見　敬子 沖原　広造 山内　邦広 佐伯　英俊 （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 後藤辰雄 石本公宏 新谷定俊 小笠原宏実 池内達夫 日野林住一 高宮　粛 上田哲生

学科担当 門田睦志 菊池　剛 後藤辰雄 石本公宏 新谷定俊 小笠原宏実 池内達夫 中野保弘 日野林住一 高宮　粛
上田哲生

事務局 太田洋一郎 高須賀千穂 野中俊弥 山内幸恵
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 　　　　　　　　　　　　　　　2022/12/11 松山審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 80 4 76 76 75 99% 0 1 74 97%

二段 60 2 58 57 56 98% 0 2 55 95%

三段 34 0 34 33 30 91% 0 1 30 88%

四段 14 0 14 13 12 92% 0 2 11 79%

五段 11 0 11 9 6 67% 0 3 5 45%

合計 199 6 193 188 179 95% 0 9 175 91%
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