
剣道七段審査会（愛知）合格者

平成24年05月12日

名古屋市枇杷島スポーツセンター

県名 氏名 年齢

北海道 濱田　雅夫 　　 39

      佐伯　敏之 　　 47

      渡辺　光敏 　　 62

岩手　 髙　裕人 　　 42

      髙橋　康祐 　　 52

宮城　 田代　信子 　　 57

      髙橋　博 　　　 80

秋田　 佐藤　健司 　　 38

山形　 遠藤　利昭 　　 49

茨城　 大輪　竜司 　　 37

      増田　光男 　　 48

      山口　雅弘 　　 53

群馬　 小池　道広 　　 44

      茂木　右源太 　 65

      藤田　容魅 　　 71

埼玉　 鈴木　義博 　　 37

      渡辺　光仁 　　 40

      大嶋　祐幸 　　 41

      丸山　義人 　　 42

      中谷　有伸 　　 42

      門井　五雄 　　 46

      石井　宏幸 　　 47

      松岡　和彦 　　 49

      藤麻　心一 　　 52

      澤野　富夫 　　 54

      小髙　栄 　　　 61

      梶野　弘 　　　 65

      清水　邦彦 　　 68
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埼玉　 岡本　清弼 　　 71

千葉　 田山　雄平 　　 40

      仲野　正文 　　 57

      蔵之内　光雄 65

      出口　嘉久 　　 68

      伊藤　浩 　　　 71

      金澤　出 　　　 74

東京　 三代　大輔 　　 36

      松村　将彦 　　 38

      立見　顕久 　　 39

      小川　正義 40

      田中　忍 　　　 43

      阿久津　和男 　 43

      高橋　裕美子 　 44

      加藤　知己 　　 44

      東條　弘幸 　　 45

      大平　誠治 　　 46

      尾作　弘幸 　　 48

      金澤　宏 　　　 48

      沢　博幸 48

      石原　英明 　　 51

      西口　晃 　　　 51

      下山　享 　　　 51

      中嶋　政幸 　　 53

      増岡　茂 　　　 57

      湯淺　彰 　　　 57

      佐々木　仁 57

      浦瀬　真和 　　 58

      高木　博通 　　 58

      高橋　正明 　　 58

      大久保　勝昭 58

      小田　文昭 　　 59
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東京　 荘田　幸平 　　 60

      佐田　元則 60

      小名木　俊夫 　 61

      滝澤　仁 　　　 62

      新井　信良 　　 64

      当麻　昭夫 　　 65

      掛川　武 　　　 68

      高橋　宏顯 　　 72

神奈川 石井　鉄雄 　　 41

      仲亀　晃央 　　 44

      長谷川　佳弘 　 44

      滝口　正始 　　 49

      宮脇　誠 　　　 50

      大津　喜文 　　 54

      小田　重人 　　 55

      朝長　忠雄 　　 56

      吉田　茂 　　　 57

      矢部　勝要 　　 62

      植田　実 　　　 63

      渡辺　功治 　　 63

新潟　 渡邉　義浩 　　 51

石川　 川本　盛光 　　 49

山梨　 田邊　静輝 　　 51

長野　 滝沢　泰 　　　 49

      渡辺　一夫 　　 52

      青木　健次 　　 58

岐阜　 髙木　剛 　　　 51

      中野　滝 　　　 54

      髙橋　敦司 　　 56

      原　廣吉 　　　 57

      後藤　誠 　　　 64

静岡　 宗村　一 　　　 38
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静岡　 中村　訓康 　　 42

      釜下　一浩 　　 53

      杉山　則靖 　　 56

愛知　 三宅　和寿 　　 44

      和田　美佐緒 　 45

      山本　修 　　　 49

      山村　哲生 　　 50

      坂野　賢二 　　 52

      東　由美子 　　 52

      三田　篤巳 　　 54

      尾崎　健次 　　 57

      青山　八示 　　 59

      木下　尚晃 　　 59

      服部　光雄 　　 61

      梅澤　明良 　　 65

      石原　芳郎 　　 70

三重　 山下　隆史 　　 38

      宮山　義親 　　 55

      宮河　繁喜 　　 58

滋賀　 横江　一彦 　　 47

京都　 松永　篤 　　　 52

大阪　 清家　宏一 　　 38

      正上　謙一 　　 39

兵庫　 高梨　忠仁 　　 40

      和田　光広 　　 44

和歌山 東山　敏男 　　 47

広島　 増田　昌昭 　　 48

山口　 田中　敏幸 　　 57

香川　 小野　雅史 　　 37

      鳥居　弘毅 　　 37

      小川　勝 　　　 42

      福井　敏彰 　　 44
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香川　 村瀬　和博 　　 61

愛媛　 二神　功一 　　 42

福岡　 中山　伊織 　　 38

      高鍋　智明 　　 41

      窪山　浩二 　　 45

      宇野　哲美 　　 50

      松尾　隆介 　　 56

      白本　光鶴 　　 57

      福永　秀樹 　　 57

佐賀　 碇　竜治 　　　 36

      神田　真奈美 　 39

      大野　綱治 　　 61

長崎　 楠本　哲夫 　　 41

熊本　 大川　清治 　　 51

      山本　健二 　　 57

      糸岡　敏二 　　 59

鹿児島 吉村　浩人 　　 51

沖縄　 伊　正昭 　　 67

以上、１４２名
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