
剣道六段審査会（岡山）合格者

平成24年08月26日

岡山県総合グラウンド体育館

県名 氏名 年齢

北海道 野村　友美 　　 33

      岡　康裕 　　　 43

東京　 安部　弘樹 　　 49

      田邉　憲一 　　 50

      平野　正文 　　 50

神奈川 杉本　孝幸 　　 49

愛知　 川村　浩 　　　 47

      則竹　浩子 　　 51

三重　 岸本　誠 　　　 31

滋賀　 釜淵　嘉晃 　　 35

京都　 玉田　昇吾 　　 38

      稲葉　高博 45

      武内　章英 　　 45

      山下　英一 　　 54

      小山　弘昌 　　 56

大阪　 米丸　昭彦 　　 33

      太田　之博 　　 34

      玉田　留美子 　 35

      佐藤　忍 　　　 37

      山根　秀明 　　 38

      影山　匡之 　　 39

      平井　正徳 　　 40

      久米　章代 　　 41

      篠原　徳哉 　　 42

      山田　洋也 45

      奥野　信治 　　 45

      松田　市蔵 　　 45

      前田　剛伸 　　 48
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大阪　 田　紀子 　　 49

      置田　修久 　　 49

      亀谷　勉 50

      高木　京子 　　 51

      福島　武 　　　 52

      小寺　吉美 　　 56

      今村　伸也 　　 58

      下南　隆 　　　 59

      西池　悦郎 　　 69

      玉木　良博 　　 74

兵庫　 中園　三佳 　　 31

      藤井　雅教 　　 32

      廣田　圭祐 33

      江端　伸秀 　　 33

      光武　義将 　　 33

      坂本　清治 　　 38

      土井　加奈子 　 40

      名古　昌信 　　 41

      黒田　正志 　　 41

      森本　隆也 　　 43

      西脇　俊行 　　 45

      寺﨑　裕治 　　 49

      瀨木　康宏 　　 49

      髙原　成博 　　 53

      中川　真城 　　 53

      小畑　和昭 　　 55

      柴田　裕之 　　 56

      飛岡　悟 　　　 57

      植田　吉則 　　 57

      赤松　文夫 　　 60

      名田　善紀 　　 63

      中山　眞 　　　 68
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兵庫　 川口　豐 72

奈良　 田村　浩志 　　 32

      玉井　宏和 　　 32

和歌山 村田　寛法 　　 29

      太田　浩規 　　 40

鳥取　 飯塚　聡 　　　 47

      田村　達也 　　 66

島根　 山田　雄 　　　 31

      平野　猛 　　　 33

      石原　健一 　　 33

      三原　佳子 　　 47

      小塚　豪太 　　 47

      松尾　智好 　　 53

      新宮　眞 　　　 60

      河野　道治 　　 68

岡山　 増田　恵三 　　 32

      芝田　孝 　　　 33

      三枝　宏維 　　 34

      岸田　実 　　　 34

      保坂　毅 　　　 37

      柳田　隆義 　　 40

      田中　章彦 　　 40

      福田　岳彦 　　 45

      脇本　教夫 　　 48

      三垣　伸雄 　　 50

      森川　伸一 　　 52

      内田　欣臣 　　 53

      奥村　隆信 　　 60

      竹内　良平 　　 70

      松本　輝雄 　　 71

広島　 甲斐　勇生 　　 30

      原　勇輝 　　　 31
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広島　 有場　賢輔 　　 31

      網岡　慎二 　　 32

      坂本　裕美 　　 33

      上野　文彦 　　 35

      近藤　麻衣 　　 36

      今田　裕也 　　 36

      松岡　宏樹 　　 38

      桑岡　靖爾 　　 39

      瀨尾　英寿 　　 39

      川﨑　伸広 　　 43

      佐瀨　晋一 　　 43

      日下　厚志 　　 45

      市川　昌志 　　 46

      田丸　和男 　　 46

      山崎　和寿 　　 46

      八木　敏之 　　 48

      吉川　光司 　　 49

      平田　正法 　　 53

      桑田　哲男 　　 59

      山田　淳一 　　 61

      若井　昭雄 　　 67

      川口　護 　　　 69

山口　 城代　一政 　　 33

      宗本　智海 　　 41

      德久　賢治 　　 48

      高山　道博 　　 50

      白石　家門 　　 67

徳島　 金野　裕美 　　 36

      野崎　寛治 　　 54

      福井　勝 　　　 54

      横畠　保 　　　 57

      鈴江　俊和 　　 61
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香川　 木下　智成 　　 29

      廣瀬　太志 　　 37

      山地　慶知 　　 37

      藤井　雄一朗 　 38

      森川　周士 　　 41

      古川　修 　　　 46

      筒井　勇 　　　 47

      稲田　直樹 　　 49

      小路　哲生 　　 50

      大西　優 　　　 53

      中野　 　夫 　 54

      關本　美輝 　　 56

      小泉　康裕 　　 61

愛媛　 西川　太郎 　　 33

      田中　崇夫 　　 34

      越智　幸裕 　　 36

      櫛部　一洋 　　 36

      大田　晋輔 　　 38

      井上　伸吾 　　 42

      大川　修司 　　 44

      大澤　正勝 　　 47

      浅海　省三 　　 47

      宮本　春樹 　　 55

      矢川　功 　　　 57

      忽那　高雄 　　 64

高知　 國重　道大 　　 34

      宮本　泰成 　　 36

      竹田　真史 　　 37

      桑名　龍吾 　　 49

      黒岩　隆三 　　 62

福岡　 藤井　聖司 　　 30

      松口　聖也 　　 31
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福岡　 権藤　真介 　　 32

小泉　功介 　　 32

      木下　安展 　　 35

      谷口　紀章 　　 36

      小森　青舟 　　 39

      陣内　孝敏 　　 40

      安楽　潤 　　　 42

      杉野　正裕 　　 44

      松下　修二 　　 46

      桑原　猛 　　　 46

      村上　佳隆 　　 47

      小池　哲史 　　 47

      前原　太助 　　 49

      藤生　晃 　　　 51

      平居　政司 52

      藤井　信吾 　　 52

      山村　雄一 　　 54

      村上　俊朗 　　 55

      井上　三義 　　 56

      田島　徹 　　　 56

      泉　美智子 　　 56

      平野　尚 　　　 58

      久野　隆史 　　 59

      田　晃 　　　 60

      立石　幸村 　　 63

      藤津　幸生 　　 67

佐賀　 新井　弘煥 　　 35

      森本　大輔 　　 36

      満岡　祐次 　　 36

      古賀　孝広 　　 38

      白濵　由香 　　 39

      松本　隆祐 　　 44
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佐賀　 小松　孝之 　　 45

      野津　昌彦 　　 54

      松尾　薫 　　　 65

長崎　 林田　直樹 　　 31

      山下　貴史 　　 41

      田﨑　太郎 　　 42

      一瀬　永充 　　 43

      片江　明博 　　 52

      深堀　彰 　　　 57

熊本　 長瀬　健太郎 　 35

      永井　和則 　　 38

      髙本　一郎 　　 41

      井本　智英 　　 43

      松野　光昭 　　 50

      堀田　道則 　　 67

      長尾　啓司 　　 68

大分　 濱田　耕平 　　 32

      久保　巌 　　　 33

      繁松　大介 　　 34

      矢野　明玄 　　 37

      山内　公成 　　 40

宮崎　 甲斐　隆夫 　　 32

      細川　剛志 　　 39

      長友　正充 　　 42

      森　裕輔 　　　 44

鹿児島 西森　真哉 　　 38

      堀口　忠茂 　　 42

      桃木　重隆 60

      毛　正文 　　 61
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