
剣道七段審査会（岡山）合格者

平成24年08月25日

岡山県総合グラウンド体育館

県名 氏名 年齢

北海道 松田　直紀 　　 50

青森　 坂本　浩一 　　 41

千葉　 速水　武人 　　 47

東京　 金野　正幸 　　 52

静岡　 須藤　啓之 　　 48

愛知　 福島　徹哉 　　 40

      小嶋　英史 　　 40

      駒瀬　敏彦 　　 49

      成田　淳 　　　 54

三重　 矢野　浩之 　　 50

滋賀　 矢田　修二 　　 58

京都　 平尾　英一 　　 40

      弓倉　葉子 　　 45

      小西　直之 　　 54

      谷口　弘幸 　　 55

      佐々木　信昭 　 60

      河野　憲次 　　 64

大阪　 岡　久志 　　 38

      今泉　龍朗 　　 39

      豊田　匡臣 　　 40

      河村　小裕理 　 41

      橘　栄一 　　　 43

      繁富　智希 　　 43

      橋田　浩二 　　 49

      瀧浦　淳 　　　 50

      野中　泰三 　　 52

      船垣　政和 　　 52

      寺本　哲朗 　　 52
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大阪　 松尾　宏典 　　 54

      上田　陽一 　　 58

      西本　孝 　　　 64

      三宅　節郎 　　 65

兵庫　 松浦　武士 　　 36

      永田　幸年 　　 42

      籔内　文次郎 　 42

      済木　修 　　　 43

      西川　和良 　　 43

      向田　憲司 　　 48

      木村　忠司 　　 50

      橋本　康 　　　 52

      駒田　信介 　　 55

      東　潤一 　　　 56

      須賀　俊郎 　　 57

      細川　哲男 　　 59

      藤井　正喜代 　 59

      水谷　忠行 61

      大野　敏男 　　 61

      中本　芳德 　　 65

      岡野　義明 　　 70

      小林　照 　　　 70

      小紫　邦夫 　　 79

奈良　 堀尾　浩子 　　 38

      北村　照美 　　 44

      興梠　知示 58

和歌山 宮本　正明 　　 57

鳥取　 菊川　省吾 　　 37

      北堀　泉 　　　 38

      真田　康宏 　　 58

岡山　 川﨑　栄二 　　 39

      石原　幹久 　　 42
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岡山　 福島　義正 　　 46

      近藤　圭亮 　　 49

      松浦　康典 　　 51

      松岡　律雄 　　 52

      新開　潤一 　　 54

      高橋　清志 　　 57

      平田　宏二 　　 57

      小西　次雄 　　 64

広島　 野　健 　　　 40

      佐伯　貴洋 　　 40

      谷藤　孝宏 　　 40

      藤原　宣之 　　 44

      宮本　英則 　　 48

      上原　正照 50

      村上　仁計 　　 58

      西本　文彦 　　 66

      境江　 　　　 66

      尾川　繁雄 68

      永田　祐三 　　 70

      横山　孝之 　　 77

山口　 岡村　和昭 　　 40

      國本　哲也 　　 41

      野村　謙司 　　 53

      河野　通晴 　　 70

徳島　 桝山　紹生 　　 47

愛媛　 處　人文 　　　 47

      村上　尚哉 　　 49

      高須賀　元二 　 50

      長井　友治 　　 64

高知　 濱田　宏 　　　 46

      谷木　利勝 　　 64

      村永　伸夫 　　 71
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福岡　 宮﨑　武宏 　　 38

      田渕　真二郎 　 41

      水野　進仁 　　 47

      髙城　靜彦 　　 48

      上田　幸久 　　 49

      平野　泰年 　　 50

      行武　秀次 　　 50

      上野　正 　　　 51

      坂田　誠治 　　 53

      小川　成昭 58

      中村　敬二郎 　 58

      緒方　幸次郎 　 62

      原田　豊志 　　 63

      中村　和臣 　　 64

      佐藤　英二 　　 68

      大久保　俊弘 　 74

佐賀　 綾部　友洋 　　 36

      石井　徹 　　　 41

      川橋　誠信 　　 44

      谷川　浩二 　　 49

      市丸　英二 　　 51

      橋本　秀則 　　 53

      片渕　清次郎 　 54

      末藤　英之 　　 58

長崎　 山下　修一郎 　 41

      有森　隆英 　　 55

      牛島　良 　　　 55

      大久保　俊一 　 56

      楠本　靖人 　　 57

      梅本　憲司 　　 61

      髙橋　勝幸 　　 63

熊本　 堀田　周一 　　 45
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熊本　 上村　秀久 　　 45

      野﨑　純一 　　 49

      恒松　安丸 　　 58

      川口　弘幸 　　 60

      山下　 　明 　 61

大分　 中倉　弘子 　　 54

      原尻　吉也 　　 60

宮崎　 吉川　浩司 　　 42

      竹元　眞理子 　 51

      福嶋　輝雄 　　 69

鹿児島 鵜狩　良次 　　 41

      田島　正晴 　　 43

      榊　晃一 　　　 50

      原之園　伸仁 　 52

      斉野　弘 　　　 54

      惣福脇　勝義 　 55

      荒木　英春 　　 57

      倉前　康則 　　 60

      田中　喜佐治 　 69

沖縄　 松岡　宏幸 　　 56

国際　 大川　速人 　　 41

以上、１４５名
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