
剣道七段審査会（京都）合格者

平成24年04月30日

京都市立体育館

県名 氏名 年齢

北海道 石川　博一 　　 42

      中田　佳孝 　　 58

岩手　 永澤　幸雄 　　 46

      番田　光雄 　　 64

宮城　 小山　光夫 　　 71

      森田　 　郎 　 71

山形　 田澤　貴裕 　　 41

      栗原　真 　　　 45

      鈴木　直人 　　 49

茨城　 橋本　博文 　　 61

栃木　 森　秀夫 　　　 61

埼玉　 市村　麻美子 　 40

      上條　浩一 　　 47

      新井　克佳 　　 48

      瀬　剛士 　　 51

      伊藤　博 　　　 52

      横田　護 　　　 53

      松井　晴太郎 　 57

      加藤　喜一 　　 60

      佐藤　好孝 　　 62

      伊藤　六夫 　　 64

千葉　 伊藤　雅隆 　　 41

      薬本　武則 　　 62

東京　 大江　聡 　　　 38

      土屋　誠 　　　 45

      小西　貴晶 　　 47

      栗原　利光 　　 48

      小野寺　枝美 　 49
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東京　 小村　修 　　　 51

      鈴木　新 　　　 52

      佐藤　健二 　　 53

      山村　俊朗 　　 58

      平岡　孝啓 　　 63

      平岩　四郎 　　 66

神奈川 高科　建治 　　 62

新潟　 丸山　美恵子 　 51

      佐藤　定美 　　 63

富山　 浅野　浩平 　　 49

石川　 橋本　孝司 　　 63

福井　 中村　英紀 　　 44

山梨　 藤田　和仁 　　 39

      依田　光弘 　　 40

愛知　 田中　勝明 　　 45

      千石　忠夫 　　 47

滋賀　 高田　秀晃 　　 37

      門田　茂男 　　 42

京都　 牧本　建剛 　　 40

      巌　昭仁 　　　 44

      鹿志村　聡士 　 44

      奥田　薫 　　　 46

      時元　孝之 　　 47

      小柳　勝 　　　 52

      米山　清彦 　　 53

      小林　雅義 　　 57

      中川　敏則 　　 61

      岩切　廣海 　　 61

      芝田　昭 　　　 77

大阪　 阪口　貴彦 　　 36

      森田　剛弘 　　 36

      佐藤　博光 　　 38
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大阪　 岡田　昭如 　　 41

      小坂　裕信 　　 46

      大元　順 　　　 46

      西浦　正一 　　 46

      無濵　秀治 　 48

      辻川　義弘 　　 48

      栗原　尚文 　　 49

      髙本　敏江 　　 49

      西原　義秀 　　 52

      上野　幸司 　　 54

      木下　修一 　　 56

      大久保　隆章 　 57

      政辻　泰宏 　　 58

      高柳　繁 　　　 60

      森川　潔 　　　 61

      田　栄治 　　 61

      北村　義則 　　 62

      今井　幸二 　　 62

      宮﨑　洋一 　　 64

      野﨑　眞夫 　　 65

      今田　繁雄 　　 66

      山口　昂 　　　 68

兵庫　 横山　克義 　　 42

      井上　真一 　　 43

      井上　雅弘 　　 47

      橋口　健 　　　 48

      池田　和久 　　 49

      梅本　和志 　　 54

      藤戸　昌裕 　　 55

      大曲　昭義 　　 61

      木南　好弘 　　 61

      平田　純一 　　 62
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兵庫　 本山　久雄 　　 63

      上田　吉秋 　　 64

      永井　文男 　　 67

      川原　康弘 　　 68

      足立　栄之進 　 71

      川口　博正 　　 73

奈良　 武内　孝介 　　 40

      中野　孝之 　　 45

      中崎　和德 　　 61

和歌山 川口　陽三 　　 41

      向井　洋一 　　 57

島根　 藤田　和弘 　　 42

      金築　豊 　　　 48

      山田　輝人 　　 53

      田部　好弘 　　 57

岡山　 黒川　一豊海 　 42

      小橋　宣彦 　　 49

      今吉　光子 　　 49

      小林　敏 　　　 63

広島　 辻　通利 　　　 44

      池田　和正 　　 46

      宮本　祐康 　　 50

      富田　守 　　　 56

      元村　千明 　　 56

      砂田　真宏 　　 56

      藤本　政男 　　 57

      新本　利夫 　　 61

山口　 伊藤　貴司 　　 38

      琴崎　忍 　　　 38

      多和田　和郎 　 55

      末田　昭男 　　 67

徳島　 藤井　利一 　　 58
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徳島　 藤本　文義 　　 60

      中川　正 　　　 62

      三木　毅 　　　 69

香川　 佐　弘司 　　 54

愛媛　 髙田　賢三 　　 39

      松本　典久 　　 46

      青野　克彦 　　 52

      村上　髙志 　　 57

      末廣　忠之 　　 58

      一色　明裕 　　 61

      宇田　和教 　　 62

      末光　國明 　　 66

高知　 枝重　恭一 　　 62

福岡　 本多　壮太郎 　 39

      田城　昌彦 　　 40

      田中　彰一 　　 41

      小長光　孝 　　 44

      梶原　俊彦 　　 47

      小川　隆弘 　　 52

      宮本　和光 　　 59

      吹上　進 　　　 61

      渡邊　寛二 　　 63

      橋口　賀堂 　　 63

      西﨑　主馬 　　 64

      大鶴　美香 　　 67

      大石　正信 　　 68

      原田　泰治 　　 68

      髙村　武美 　　 70

佐賀　 藤家　孝太郎 39

      藤松　義將 　　 49

長崎　 城島　功 　　　 46

      田　一也 　　 55
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熊本　 益田　大輔 　　 43

      武井　保守 　　 47

      今村　基紀 　　 61

      平井　和信 　　 63

      赤星　寛 　　　 63

大分　 三浦　則和 　　 57

宮崎　 楠本　佳照 　　 42

以上、１６３名
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