
剣道六段審査会（愛知）合格者

平成24年05月13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 柴崎　裕介 　　 36

      大元　真 　　　 39

      沖田　貴義 　　 40

      本間　篤 　　　 41

      三原　克久 　　 44

      加藤　一雄 　　 44

      東原　弘行 　　 49

      牧野　敏幸 　　 55

青森　 伊神　勲 　　　 53

岩手　 村上　和之 　　 30

      鈴木　次彦 　　 32

宮城　 蟹澤　達昭 　　 35

      斎藤　浩司 　　 51

      門間　政志 　　 57

秋田　 佐藤　文法 　　 39

      植田　厚 　　　 46

茨城　 水見　尚人 　　 31

      風間　徹也 　　 35

      福本　俊彦 　　 54

      秋山　桂一 　　 59

      大塚　直也 　　 60

栃木　 小林　崇浩 　　 34

      吉原　徳人 　　 41

      杉原　祐司 　　 43

      天沼　茂太 　　 67

群馬　 金井　岳人 　　 33

      小野　敦 　　　 33

      町田　鉄兵 　　 34
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群馬　 宮下　悟 　　　 40

      見供　重樹 　　 44

      杉山　顕視 　　 56

埼玉　 永久　貴子 　　 31

      松倉　正典 32

      布施　誠 　　　 37

      鈴木　真一 　　 39

      菊川　隆行 　　 40

      関根　忠則 　　 40

      門馬　三郎 　　 42

      野　浩和 　　 49

      奈良　利昭 　　 50

      加藤　雅一 　　 52

      塚本　哲 　　　 55

      山口　善郎 　　 56

      嶋﨑　正博 　　 59

      鈴木　忠雄 　　 63

      綾部　登久 　　 63

      一場　一重 　　 65

千葉　 軽米　拓麿 　　 29

      菊池　宰基 　　 34

      岩切　由美子 　 43

      西山　卓志 　　 46

      石川　剛 　　　 50

      白嶺　光二 　　 53

      加藤　龍雄 　　 57

      佐瀬　正明 　　 58

      杉田　美登 　　 60

      池田　美知子 　 63

東京　 阿部　弘生 　　 28

      櫻井　崇晴 　　 29

      新里　知佳野 　 30
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東京　 黒木　渉 　　　 30

      近　孝之輔 　　 31

      浦井　善史 　　 32

      石井　秀幸 　　 34

      本堂　慎介 　　 35

      山岸　敬和 　　 35

      中川　弘昭 　　 35

      竹下　貴雄 　　 35

      薮田　貴志 　　 36

      鹿間　泰二郎 　 37

      丸山　浩 　　　 38

      三浦　祐一 　　 40

      宮澤　実 　　　 40

      伊藤　俊 　　　 43

      山内　英世 　　 43

      眞田　明裕 　　 44

      松本　忠治 　　 44

      濱岡　一充 　　 46

      渡辺　雅人 　　 46

      山脇　慎自 　　 46

      水戸部　泰人 　 47

      郡　茂登子 　　 47

      大島　正人 　　 47

      円谷　和正 　　 47

      百武　宗敬 　　 48

      谷嶋　信広 49

      新　泰幸 　　　 50

      北村　直彦 　　 52

      石川　案理 　　 52

      吉垣　信行 　　 53

      大竹　俊一 　　 53

      中井　将博 　　 54
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東京　 宇津木　紀子 　 54

      小森　弘三 　　 55

      小柳　和幸 　　 56

      後藤　優子 　　 57

      島田　広道 　　 57

      松原　辰夫 59

      中山　勝彦 　　 59

      三浦　尚城 　　 60

      酒井　房男 　　 62

      及川　康雄 　　 62

      津郷　勝幸 　　 63

      大矢根　怜子 　 64

      東園　盛男 　　 64

神奈川 伊藤　雄峰 　　 30

      鈴木　淳 　　　 35

      相場　健 　　　 39

      諏訪部　重信 　 39

      浅野　昌芳 　　 41

      古田　智史 　　 42

      宮崎　智士 　　 44

      青柳　章一 　　 45

      城田　知明 　　 47

      竹内　賢二 　　 48

      鈴木　則之 　　 50

      籾山　広子 　　 51

      榎木　孝知 　　 52

      佐々木　稔 　　 59

      池田　芳雄 　　 59

      田　信明 　　 61

      長谷部　進 　　 62

      政也　洋一郎 　 64

      港谷　國昭 　　 67
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神奈川 富田　明代 　　 68

富山　 太田　象一郎 　 58

石川　 竹田　洋之 　　 31

      鳥越　隆志 　　 32

      二塚　良一 　　 50

山梨　 堀内　隆二 　　 31

      小林　和彦 　　 36

      駒井　丈太郎 　 38

      辻　純二 　　　 46

      大曽根　勝利 　 47

      若狭　正 　　　 49

      草場　浩文 　　 51

      佐藤　勇雄 　　 53

      野中　勝 　　　 56

      斉藤　昭 　　　 62

長野　 志村　圭一 　　 30

      石川　修実 　　 34

      清水　亨 　　　 35

      岩村　光 　　　 40

      井上　一 　　　 49

      池田　和寿 　　 49

      石田　久人 　　 50

      安西　昭佳 　　 54

      荒木　輝一 　　 71

岐阜　 梅村　明宏 　　 30

      加藤　洋基 　　 31

      青木　吾郎 　　 38

      林　元司 　　　 44

      種田　武哉 　　 45

      吉野　雅人 　　 49

      倉知　一久 　　 59

      川口　厚 　　　 61
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岐阜　 大橋　謙司 　　 62

      加藤　治良 　　 73

静岡　 村田　忠亮 　　 32

      伊瀬知　巧成 　 37

      岡　芳康 　　 41

      中村　博己 　　 41

      春田　智成 　　 43

      秋庭　裕 　　　 49

      中村　保幸 　　 49

      澤野　道雄 　　 52

      後藤　憲亮 　　 55

愛知　 松崎　伸彦 　　 31

      田坂　浩紀 　　 32

      　眞悟 　　 33

      黒木　鮮 　　　 34

      浅井　康伸 　　 34

      笹谷　朋良 　　 35

      水野　京介 　　 45

      本多　正治 　　 46

      渡部　哲也 　　 47

      蒲原　聡 　　　 49

      大谷　和生 　　 49

      笠井　紀明 　　 51

      尾﨑　麻紀也 　 51

      長尾　浩司 　　 51

      加藤　和子 　　 60

      沼田　一男 　　 61

      水口　幸夫 　　 65

三重　 北古賀　健二郎 31

      木村　雅志 　　 33

      中山　憲一 　　 40

      松岡　崇公 　　 49
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三重　 野口　智 　　　 49

      高橋　正勝 　　 50

      村田　徹 　　　 64

滋賀　 勝見　宗人 　　 50

京都　 宮川　樹里 　　 34

大阪　 水井　聡 　　　 32

      田中　伸弥 　　 34

      髙山　晃典 　　 36

      淺羽　克己 　　 42

      川口　晴紀 　　 43

      宮城　昇 　　　 44

      真島　信行 　　 54

      尾﨑　悟 　　　 56

      倉岡　克己 　　 63

兵庫　 菅　修市 50

鳥取　 谷川　賢次 　　 35

島根　 石谷　晶広 　　 39

岡山　 田原　英司 　　 53

      浅越　征男 　　 70

広島　 井上　雅史 　　 36

      井上　喜弘 　　 48

山口　 山根　誠 　　　 62

徳島　 敦賀　晋平 　　 32

香川　 山口　澄之 　　 33

      横田　昌明 　　 55

福岡　 下谷　貴則 　　 31

      加治　慶二郎 　 37

      長末　敏美 　　 37

      德永　司 　　　 41

      北島　典道 　　 42

      大久保　泰輔 　 44

      山田　健示 　　 48
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福岡　 塩田　利彦 　　 48

      髙倉　伸幸 　　 50

      柿木　泰廣 　　 50

      天野　宗一郎 　 52

      横山　孝治 　　 60

佐賀　 中島　一太郎 　 37

熊本　 首藤　英紀 45

      渡辺　英生 　　 61

大分　 秦　正也 　　　 70

宮崎　 山下　稔文 　　 32

      柳田　典宏 　　 36

      橋本　学 　　　 36

      山本　剣也 　　 36

鹿児島 紺屋　裕之 　　 30

      茶圓　清文 　　 35

      小林　孝行 　　 39

      池田　義人 　　 41

      坂之上　忍 　　 53
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