
剣道段位松山審査会合格者 9月23日 愛媛県総合運動公園体育館

初段 土屋　理紗 菅　満奈美 日野　結月 菅能　愛結 大西　みのり 毛利　笑 奥田　智子 西原　佑季 石元　悠生莉 隅田　ひなの
（１２６名） 成井　和 西山　香 濱田　栄美 吉田　明日香 山本　真唯 渡邊　茜 三好　佑奈 真鍋　智尋 井上　佳子 村上　佳菜

篠原　彩恵 稲本　愛里 富永　香琳 山中　香穂 森田　柚 久保西　恵梨 石川　智美 富士　郁 渡部　康樹 山内　翔太
大政　佑太 大下　玄人 片岡　洋英 松永　月輝 山本　海星 相原　昌喜 大沢　航輝 池内　厚也 望月　太陽 楠瀬　黎
好川　直希 石丸　翔也 矢野　敦大 中山　天秀 藤井　俊輔 織田　惇平 中村　隆太 村上　亮太 森　幸起 菊池　八大
岡村　朝日 島田　航旗 池原　海人 柳川　智昭 中西　健人 青木　健太 鈴木　冬馬 門屋　辰太朗 善家　涼介 菅　朋輝

大里　龍之介 浦川　一真 渡邊　裕紀 池見　正道 伊藤　翔生 二宮　湧樹 金本　龍樹 上田　健太 永井　拓弥 加地　勇大
金子　幸司 髙宮　渉 大原　和輝 守田　伊吹 武智　陸 浅田　夢和 濵上　龍樹 塩崎　渓介 山内　拓 向井　大貴
久保　翔大 吉田　龍生 益本　湧大 二宮　将憲 渡邉　奨和 西山　晟佑 永野　聖陽 川井　周平 山本　遼 三好　隆太朗
松永　啓波 三好　亮平 中塚　楽翔 伊藤　勇輝 宮田　梨央 近藤　優雅 船本　昴郁 加藤　涼介 河内　友里 上杉　慎也
兵頭　春樹 柏原　伸哉 改　剛輝 森　貴則 竹本　圭佑 佐伯　拳斗 織田　祐輔 大政　敦嗣 柏崎　慎 田中　允人
加藤　諒 山中　大地 村上　賢一 豊田　睦 杉山　竜平 宮崎　祐輝 寺村　祐一郎 米田　怜史 向井　佳三 檜垣　貴士

村上　祐太 寺川　健太郎 佐藤　宏志 村瀬　弘樹 宮川　匡人 中谷　満
二段 河上　桜子 船田　朋奈 加川　遥日 岡田　萌音 冨永　美来 関谷　羽奈峰 田村　澪央 宮﨑　小槙 西﨑　朱音 工藤　里奈

（７８名） 桑名　空流美 井谷　和紗 近藤　紋衣 茶家　千尋 星川　陽美 繁宗　萌衣 松岡　こゆき 木下　涼音 輪違　典子 宮本　美卯
西岡　桃香 宇田　翔 岡本　和真 鎌田　晴渡 金子　慎一郎 白石　爽真 片岡　遥人 山本　竜也 青木　孝樹 福田　陸
髙宮　岳 松田　吉生 築山　瑞樹 中野　樹人 本田　悠貴 宮崎　真 加藤　清之 浅野　敏樹 大下　直斗 星川　瑞希

酒井　楓人 桑之内　悠登 松田　陸 八木　宥磨 篠原　恵人 髙橋　彩斗 佐藤　湧 大向　隆史 神野　悠人 森　雄亮
大内　文也 西尾　颯斗 池田　漠 夏井　大輔 二宮　千春 露口　右京 濱田　卓弥 近藤　凌 山本　薫 福岡　明徳
岡田　陸仁 渡部　利洋 山田　祥吾 大政　航誠 佐々木　駿 大政　拓樹 太田　昌人 武田　理玖 和田　海綺 小林　大輝
南條　桜輝 曽我部　拓哉 中田　美沙 浅山　恵介 佐伯　甚 野本　悦民 白鳥　武蔵 山野　剛

三段 渡部　祐子 濵上　綾 越智　奏枝 関　亜純 戒能　瑠衣 木山　佳奈美 木村　桜子 有元　美憂 安見　叶夢 二神　奈津実
（６０名） 向井　花実 緒方　佳加 山口　莉加 滝口　海 山田　菜摘 亀田　伊純 佐竹　美咲 土居　愛美 吉村　萌 髙井　美咲姫

菅　美紅 田中　美菜子 袋瀬　有紀 冨永　陽子 齋藤　さやか 池見　敬子 芝　嘉奎 門岡　弘也 池内　勇也 宇都宮　丈
菅　優希也 野口　淳宏 太田　賢宏 御堂　紳晟 大松　勇介 矢野　一騎 藤本　怜 武内　大昌 井上　諒 二神　大也
岩中　拓磨 武智　良樹 木下　悠平 武智　香樹 川村　丈一郎 久保田　天爾 谷本　尚紀 二神　壮暢 井上　康太 岡本　雄飛
宇高　彰一 泉　健介 小嶋　健太 中田　智之 酒井　浩次 立花　慎一 相原　昌彦 柚山　竜哉 福田　莉央 清家　友邦

四段 村上　朋子 瀧本　翔平 塩崎　大悟 浅海　義之 岡田　太一郎 門岡　誠也 赤瀬　祐輔 古川　翔太郎 乗松　功一 伊藤　大輔
佐藤　亮介 近藤　仁志 小野　孝明 土居　信二 鴻上　昭義 （１５名）

五段 佐々木　美晴 門屋　蓉子 桑原　隆二 瀧本　仁太郎 梶原　佑介 （５名）

参加役員審査員 俊野徹人 大城戸　功
審査委員長 白石武平太

審査員 上垣忠博 宮谷金吾 桜木俊幸 松本清五 馬越　博 近藤英俊 中島英智 森　正典 宮田良二 白石　学
実技　形担当 青野藤壽 橋田研二 遠藤利典 河邊徹朗 佐伯和洋
学科担当 黒田劼也
事務局 大竹浩一 伊田尚史 菅　幹博 小原里佳 菅　太樹 奥田美香
補助員 松山市剣道連盟

（初段）203Ｂ 210Ｂ 211Ｂ 301Ａ 302Ａ 304Ａ 305Ｂ 305Ｃ
（二段）113Ｃ 117Ａ 119Ｄ 213Ｄ 218Ｃ 314Ａ 316Ａ 316Ｃ 317Ｂ

318Ｂ 319Ｃ
（三段）222Ｂ 222Ｃ 222Ｄ 223Ｂ 321Ｃ 324Ｃ 325Ｃ
（四段）126Ａ
（五段）該当者なし
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