
剣道七段審査会（東京）合格者

平成24年11月27日

日本武道館

県名 氏名 年齢

北海道 木村　将人 　　 45

      山内　斉 　　　 45

      鹿児島　真 　　 49

      坂本　敬一 　　 50

      田中　まゆみ 　 55

      大柳　實 　　　 64

      岸　信夫 　　　 68

      栗林　正明 　　 70

      村上　裕幸 　　 71

青森　 足澤　一成 　　 47

      吉田　英人 　　 48

      後藤　満浩 　　 52

      苫米地　勝 　　 53

      中村　繁樹 　　 57

岩手　 八重樫　士 36

      猫塚　篤志 　　 45

      會澤　秀彦 　　 51

      高平　憲正 　　 52

      實川　仁志 　　 59

      舘林　啓士 　　 61

      阿部　良 　　　 63

      武田　敏雄 　　 63

宮城　 山口　勝弘 　　 42

      栗原　千秋 　　 43

      佐々木　隆 　　 62

      千葉　勝康 　　 72

秋田　 福士　省治 43
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秋田　 後藤　高仁 　　 44

      田口　和美 　　 48

      山部　信郎 　　 67

山形　 布施　雄之 　　 37

      横井　真人 　　 43

      池田　健一 　　 45

      佐藤　浩 　　　 47

      片平　志朗 　　 60

      鏡　好男 　　　 63

      渡辺　清春 　　 64

福島　 木内　信也 　　 47

      鈴木　雅人 　　 50

      鈴木　雄藏 　　 52

      渡邉　勝弘 　　 53

      荻野　治美 　　 58

      先﨑　治洋 　　 58

      森　信吾 　　　 65

茨城　 田﨑　龍治 　　 40

      木塚　範昭 　　 40

      鈴木　邦弘 　　 44

      木嶋　剛 　　　 45

      假屋　憲宏 　　 57

      倉持　一己 　　 59

      樽見　重男 　　 62

      椎木　孝夫 　　 63

      松田　馨 　　　 65

      有宗　宣和 　　 66

      長多　久美男 　 67

栃木　 伊藤　正仁 　　 45

      瀧田　栄一 　　 47

      矢萩　信一 　　 51
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栃木　 渡辺　松美 　　 55

      廣田　喬久 　　 65

      山本　和男 　　 72

群馬　 馬場　浩 　　　 52

      樺澤　康行 　　 52

      諸田　郁夫 　　 55

      矢島　佳夫 　　 63

      小林　英二 　　 64

      小川　透 　　　 69

埼玉　 米屋　勇一 　　 36

      照井　伸一 　　 45

      塚本　正美 　　 46

      上野　喜信 　　 46

      三浦　達也 　　 47

      酒井　伊智郎 　 50

      高橋　正陽 　　 52

      高山　武男 　　 52

      長谷川　克己 　 55

      水谷　年秀 　　 56

      柴田　良一 　　 57

      平井　一郎 　　 58

      佐藤　三恭 　　 59

      五月女　進 　　 60

      石田　昭二 　　 60

      髙師　英夫 　　 64

      吉田　昌弘 　　 65

      冨田　哲夫 　　 65

      髙藤　正敏 　　 65

      丸山　幸二 　　 66

      久保田　陽也 　 68

      櫻井　輝男 　　 71
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埼玉　 師尾　陸夫 　　 74

      伊藤　勝次 　　 75

千葉　 加藤　隆章 　　 39

      車田　仁之 　　 41

      佐藤　太 　　　 42

      大野　雅友 　　 45

      里見　加寿代 　 47

      成田　茂 　　　 47

      安　俊明 　　 49

      石川　博之 　　 50

      中川　岳人 　　 53

      酒巻　淳介 　　 54

      小野　孝廣 　　 58

      平宅　武司 　　 59

      山本　郁夫 　　 60

      恩田　好市 　　 61

      田中　朝治 　　 61

      木村　清司 　　 63

      岡本　伸夫 　　 64

      中村　正美 　　 65

      五十嵐　喜治 　 65

      根本　榮三 　　 66

      小森　典夫 　　 67

      中野　泰秀 　　 69

      小川　宏明 　　 69

      馬場　兼紀 　　 69

      武村　平八 　　 70

      鈴木　崇介 　　 70

      木村　包文 　　 73

東京　 小関　太郎 　　 36

      美藤　隆司 　　 37
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東京　 小田口　享弘 　 38

      赤坂　英一 　　 38

      宮川　健 　　　 40

      山口　信隆 　　 40

      種田　直孝 　　 41

      岩　克則 　　 41

      松尾　賢 　　　 42

      大久保　雅輝 　 43

      橘　克哉 　　　 43

      後藤　起男 　　 43

      伊東　直晃 　　 44

      成島　英隆 　　 44

      西山　雅規 　　 44

      古賀　慎司 　　 45

      丸尾　隆児 　　 46

      服部　博史 　　 46

      矢内　正弘 　　 46

      井出　進 　　　 47

      永井　康嗣 　　 47

      園田　俊一 　　 47

      緒方　一郎 　　 48

      沖本　謙治 　　 48

      永留　英紀 　　 48

      中野　司宇 　　 48

      石ケ森　英俊 　 49

      米山　淳一 　　 49

      山本　節 　　　 52

      髙嶋　さゆり 　 52

      野上　誠一 　　 53

      髙嶋　幹夫 　　 54

      大久保　利彦 　 55
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東京　 齋藤　敏徳 　　 55

      中道　秀俊 　　 55

      飯島　敏春 　　 55

      長野　亨 　　　 56

      栗田　勝 　　　 56

      下田　浩司 　　 57

      福丸　雅壽 　　 57

      秋和　健 　　　 57

      長谷川　泰雄 　 57

      剱持　秀 　　　 58

      石本　朋己 　　 59

      嶺岸　光 　　　 59

      岡　稔和 　　 60

      伊藤　光正 　　 60

      首藤　成昭 　　 60

      佐藤　徹 　　　 60

      阿部　誉司文 　 60

      菊田　叔明 　　 61

      増崎　世志夫 　 61

      五十嵐　正明 　 61

      小森　 　文 　 62

      松本　博文 　　 62

      谷山　昇 　　　 62

      酒井　誠 　　　 62

      浅見　幸雄 　　 63

      青木　次郎 　　 63

      生澤　信將 　　 64

      伴　茂夫 　　　 65

      坂根　睦博 　　 65

      米村　文比古 　 65

      下井　勝久 　　 66
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東京　 小倉　通男 　　 70

      山口　秀機 　　 70

      清水　三代吉 　 71

      田村　公正 　　 71

      小林　喜昭 　　 72

      上野　宏一 　　 73

      杉本　秀彦 　　 74

      田部井　正美 　 74

      荒屋　勸 　　　 82

神奈川 朝比奈　一生 　 35

      松永　勇正 　　 38

      黒田　利昌 　　 39

      海老原　建也 　 39

      宮治　信介 　　 43

      井田　淳也 　　 43

      渡部　亮一 　　 43

      森田　拓生 　　 44

      太田　信一郎 　 46

      鈴木　和弥 　　 46

      鴇田　直樹 　　 48

      伊藤　雅晴 　　 55

      中村　幸夫 　　 57

      窪田　正章 　　 57

      田中　正則 　　 60

      春日井　照昭 　 61

      露木　秀樹 　　 62

      上田　義信 　　 62

      一杉　昇 　　　 64

      森谷　稔 　　　 65

      竹中　孝弘 　　 65

新潟　 藤塚　直 　　　 39
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新潟　 村井　豊 　　　 50

      浅原　行雄 　　 60

      加藤　清一郎 　 64

      児玉　健 　　　 66

富山　 千葉　信一 　　 49

岐阜　 林　克也 　　　 47

静岡　 塩谷　親生 　　 62

      久保田　裕明 　 64

兵庫　 村上　秋文 　　 58

奈良　 藤原　克巳 　　 40

広島　 岡　康彦 　　　 58

山口　 押川　俊明 　　 63

香川　 紙谷　隆宏 　　 52

愛媛　 山本　孝信 　　 40

高知　 有光　賢 　　　 41

福岡　 福田　隆和 　　 43

      大野　誠 　　　 45

      江口　直宏 　　 46

佐賀　 城ヶ﨑　郁剛 　 42

長崎　 田添　俊和 　　 44

      近藤　直継 　　 57

      中別府　久男 　 70

熊本　 是枝　仁 　　　 56

      遠山　省語 　　 62

鹿児島 大重　公男 　　 48

沖縄　 太田　輝昭 　　 45

国際　 Silvain MOUTARDE  47
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