
剣道段位新居浜審査会合格者 7/2/2017 新居浜市武徳殿

初段 加地　藍衣 村田　景 氷室　結生 藤原　帆花 佐藤　香穂 叶原　愛花 處　亜衣実 竹田　知華 寺田　菜々子 日和佐　万優
御堂　真滉 横田　七美 加川　弥佳 福本　真央 武智　沙來 井原　絵麻 新田　乃愛 田宮　優利奈 浅田　百波 片岡　実咲
宮本　芽依 一色　ななみ 土手　こころ 山中　結稀 合田　華音 渡部　紗奈 森実　李日 曽我部　愛花 松木　真緒 加藤　翔士
佐々木　雅虎 楠橋　圭斗 新藤　光世 石川　雅 能智　歩士 岡田　一朗 宇都宮　良太 原　生真 曽我部　宙 佐伯　一圭
福内　海人 黒川　愛恭 藤原　碧馬 楠　和真 村上　楓馬 星加　碧月 神野　晴生 村上　剣翔 松木　岳人 藤本　聖斗
坂元　涼太 波片　光 横田　優輔 近藤　尚介 首藤　虎 阿部　洋大 畑中　凜 信岡　宏汰 垂水　蒼史 竹本　宇宙登
岡田　健汰 矢野　良太 大西　倫太朗 村上　颯一 瀬野　翔太 渡邉　拳心 大北　聖騎 宗﨑　拓斗 細川　蓮斗 宇髙　孝祐
白石　大翔 今井　晴信 大川　拓望 丹　裕亮 苅田　賢志 加藤　颯 眞鍋　慶 合田　進之助 横内　彩人 二宮　戒翔
石井　柊伍 赤川　晴哉 山崎　陸史 住友　秀徳 鈴木　裕翔 星川　諒弥 近藤　汰希 石原　純子 公原　照博 筒井　美記
大成　純子 (以上91名)

二段 岡田　七海 竹村　希望 伊藤　綺羅良 西原　帆風 竹内　美里 山内　晶結 芥川　愛梨 森下　伊吹希 日浅　陽菜 盛重　美晴
森本　水結 一栁　結愛 原　奈那 田島　梨沙 髙橋　佑桜水 森高　詩央里 横山　愛佳 佐伯　遥 森川　芽衣 清水　陽菜
田中　郁哉 林　慧人 石川　英寿 細川　京志郎 岡田　成也 宮﨑　想也 三宅　陽介 丹下　雄貴 伊藤　萩生 山田　宗草
八崎　零皇人 三浦　翔 秋山　響樹 市村　宣成 直野　翔太 寺尾　仁志 大北　悠翔 武田　幸志郎 崎田　敦由 武田　悠雅
膳　優輔 桑原　拓也 山下　俊輔 渡邊　雄太 河端　祥生 髙橋　麟太郎 高橋　拓也 豊田　祐規也 槙山　瑠斗 赤瀬　桃佳
眞鍋　未来 川﨑　稜也 東岡　剛史 江村　尚稀 宇都宮　隆佑 松村　薫 (以上56名)

三段 大北　紗矢香 宇佐　安香音 大西　佑依 小池　杏侑 芥川　悠里 廣田　梨乃 宇野　瑞葵 丹下　治香 沖原　小夏 荒木　康平
田中　竜斗 長井　諭志 土居　大真 上野　祐 和泉　透真 近藤　大悟 豊田　快斗 一色　孝太 手島　龍司 石川　礼知
御堂　純晟 山内　雄生 三浦　雄大 兵頭　宗一郎 村上　翔 桜木　俊太郎 玉井　颯太 今井　僚哉 越智　元哉 清水　悠泰
原　夢真 箕嶋　規人 村上　英心 原武　芳光 (以上34名)

四段 中野　恵理 浅野　奈緒美 大西　瑞樹 黒河　貴臣 河村　拓磨 中谷　翔 和田　太 志賀　大輔 三浦　顕 村上　誠基
三宅　宣雅 矢野　剛司 (以上12名)

五段 飯尾　秀行 福川　敬太 寺尾　仁貴 宮本　工 石川　純也 井上　智 渡邊　一郎 長谷部　亮二 (以上8名)

参加役員審査員
審査委員長 藤岡　渉

審査員
実技　形担当
学科担当 門岡達也
事務局 大竹浩一 山本隆章 佐伯政哉 山本高虎
補助員

実技試験あと一歩受審者 204Ｃ

大西敏彦 玉井治樹 谷口俊夫 渡部祐司 亀井喜一郎 新名博之

新居浜市剣道連盟

佐伯準一 渡邊一郎 田邊重義 一栁幸利



審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2017/7/2　新居浜審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 100 2 98 98 95 97% 0 4 91 93%

二段 62 5 57 57 56 98% 0 0 56 98%

三段 37 1 36 36 34 94% 0 0 34 94%

四段 13 0 13 13 13 100% 0 1 12 92%

五段 10 1 9 9 9 100% 0 1 8 89%

合計 222 9 213 213 207 97% 0 6 201 94%

学科不合
格者数

形不合格
者数

合格者数申込者数 欠席者数 受審者数
実技　　　
受審者数

実技　　　
　合格者

数



剣道段位大洲審査会合格者 7/2/2017 大洲市総合体育館

初段 山ノ内　莉央 北岡　幸奈 魚見　菜海 北沖　祐奈 泉　香帆 梶岡　花菜 﨑本　真衣 尾﨑　由利 二宮　隆太 新井　崚太
二宮　吾阿 成見　相汰 山科　遥斗 山本　拓海 中川　直也 池田　大雅 水田　悠 永居　歩起 武岡　真秀 清水　友哉
清家　朋真 松長　美咲 山口　李生 嶋家　啓太 山下　義隆 林　恵子 池内　友唯 吉村　滉騎 松岡　歩夢 （以上29名）

二段 竹内　里菜 亀岡　美咲 沖野　文華 中谷　巴 岡田　真優 谷田　愛梨 黒田　千晴 大森　宗 井上　空
紙崎　充祥 平井　晶樹 中川　公太 田島　永遠 福岡　涼翔 岡崎　匠真 山下　聖人 島田　泰旗 渡邊　敢太
池田　泰士 堀本　航大 髙平　貴宣 井関　健太 兵頭　学 乙武　龍空 松田　晃成 児島　兼聖 川野　博章
平井　サカエ 安岡　良 大津　邦生 （以上33名）

三段 久保　絢音 段ノ上　颯太 亀岡　健太郎 萩森　慮有 水本　嵩大 藤本　京 松浦　貴史 志賀　美樹 中野　佳紀 （以上9名）

参加役員審査員
審査委員長 大原國一郎

審査員
実技　形担当
学科担当 松岡道明
事務局 伊田尚史 鈴木誠之 二宮　浩 髙田賢三
補助員

実技試験あと一歩受審者
104Ｅ 113Ｂ 114Ａ 119Ｂ 119Ｃ 119Ｄ

大洲喜多剣道連合会

富本武夫 清水由章 河野吉昭 中川一則 信尾道孝



審査集計表 　　　　　　　　　　　　　　　2017/7/2　大洲審査

実技合格率 最終合格率
％ ％

初段 34 1 33 33 31 94% 0 2 29 88%

二段 38 2 36 36 33 92% 0 0 33 92%

三段 12 0 12 12 9 75% 0 0 9 75%

合計 84 3 81 81 73 90% 0 2 71 88%

学科不合
格者数

形不合格
者数

合格者数申込者数 欠席者数 受審者数
実技　　　
受審者数

実技　　　
　合格者

数


