
剣道六段審査会（京都）合格者

平成25年04月29日

京都市立体育館

県名 氏名 年齢

北海道 加藤　直樹 　　　 35

      村上　匠 　　　　 38

      谷口　義高 　　　 40

      齊藤　昌之 　　　 44

      橋爪　和仁 　　　 48

      富樫　英治 　　　 61

岩手　 昆　省吾 30

宮城　 徳橋　浩志 　　　 48

      大沼　敏男 　　　 65

秋田　 佐藤　良子 　　　 44

山形　 土井　浩貴 　　　 47

群馬　 萩原　政敏 　　　 55

      小野澤　豊彦 　　 61

埼玉　 町田　和也 　　　 33

      宮﨑　剛 　　　　 49

      古屋　俊一 　　　 53

      佐久間　洋 　　　 56

千葉　 坂本　卓也 　　　 30

      梅北　梨賀 　　　 32

      鈴木　誠作 34

      末吉　文武 　　　 35

      田中　陽一 　　　 36

      中嶋　弘美 　　　 51

      磯野　耕建 　　　 54

      石毛　良二 　　　 54

      大根　弘行 65

東京　 越川　一孝 　　　 30

内海　宏昭 　　　 31

      執行　博之 　　　 35
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東京　 杉浦　佳夫 　　　 36

      佐伯　辰廷 36

      畠中　正和 　　　 37

      桂　知宏 　　　　 38

      髙倉　敦子 　　　 39

      平本　勝俊 　　　 40

      馬場　表介 　　　 43

      能戸　貴史 　　　 44

      福田　真一郎 　　 44

      安井　修三 　　　 44

      平澤　正嗣 　　　 47

      盛　浩則 49

      伊藤　博信 　　　 50

      藤原　敏雄 　　　 50

      篠原　典男 　　　 51

      篠原　英樹 　　　 54

      飯田　尚之 　　　 55

      田中　秀人 　　　 57

神奈川 庄司　健一 　　　 41

      原田　徹 65

新潟　 斎藤　隆夫 　　　 63

富山　 田近　誠 　　　　 35

石川　 松井　一 　　　　 37

      椿　由美 　　　　 37

山梨　 横森　優 　　　　 62

長野　 大木　恵満 　　　 47

静岡　 内田　勝之 　　　 32

      内田　さくら 　　 35

      村田　清仁 　　　 58

滋賀　 野中　高明 　　　 61

京都　 小田　武臣 　　　 36

      中野　智文 　　　 43

      藪内　弦 　　　　 47
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京都　 五十嵐　昇 　　　 49

      中村　広美 　　　 50

      坂田　孝二 　　　 50

      縄手　健也 　　　 53

      岸原　喜代治 　　 53

      堀　渉 　　　　　 60

      川　敬二 　　　 61

大阪　 畠中　祥子 　　　 30

      牛草　英泰 　　　 31

      萩原　寿矢 　　　 31

      藤田　啓介 　　　 31

      森本　雄将 　　　 31

      毛利　聡希 　　　 32

      峯岡　真人 　　　 37

      前田　一磨 　　　 37

      北野　智寛 　　　 38

      井　保輝 　　　 38

      中村　太一 　　　 39

      前田　太志 　　　 39

      髙橋　光悦 　　　 39

      村上　哲暢 　　　 39

      松元　勝一 　　　 40

      遠藤　修司 　　　 41

      岩崎　真 　　　　 41

      杉山　真治 　　　 41

      平岡　正之 　　　 42

      上田　武志 　　　 42

橋本　直人 　　　 42

      小松原　宏 　　　 43

      西山　晶造 　　　 44

      西　祐司 　　　　 44

      宮本　秋人 　　　 44

      小谷　和義 　　　 44
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大阪　 岸本　卓也 　　　 45

      大﨑　求 　　　　 46

      小平　直美 　　　 47

      鶴下　知也 　　　 50

      小西　義広 　　　 50

      田中　直美 　　　 51

      寺師　浩一 　　　 51

      林　哲二 　　　　 51

      髙山　一三 　　　 54

      前田　真由美 　　 55

      米田　隆 　　　　 55

      河戸　眞二 　　　 57

      平井　洋行 　　　 62

      坂口　律男 　　　 62

      川原　廣志 　　　 63

      山崎　洋史 　　　 63

      武田　全啓 　　　 64

      仲村　博実 　　　 66

      城　利秋 　　　　 67

      西岡　巳 　　　 68

      増田　光男 　　　 70

      松村　三男 　　　 75

兵庫　 大前　清治 　　　 35

      荒木　達吉 　　　 42

      米山　由起子 　　 44

北村　隆治 　　　 45

      林　久惠 　　　　 45

      梶原　政治 　　　 45

      熊原　政文 　　　 45

      石見　秀樹 　　　 46

      柴原　定之 　　　 48

      脇谷　之清 　　　 57

      加賀　昌 　　　　 58
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兵庫　 三村　直仁 　　　 58

      松岡　博文 　　　 58

      真栄田　寛 　　　 58

      守國　寿記 　　　 59

奈良　 米澤　道誠 　　　 34

      松田　和彦 　　　 35

      油田　和秀 　　　 41

      東　泰照 　　　　 61

      山ノ内　周二 　　 64

和歌山 宮下　和久 　　　 59

鳥取　 河野　倫和 　　　 29

      竹中　浩三 　　　 38

岡山　 永山　太司 　　　 33

      藤井　弘章 　　　 45

      内嶋　茂 　　　　 45

      中山　彰規 　　　 49

      岸本　光平 　　　 56

広島　 内海　誠 　　　　 32

      田﨑　彦一郎 　　 42

      平岩　香織 　　　 42

      西川　隆弘 　　　 42

      作原　義和 　　　 44

      池田　博泰 　　　 53

戎本　孝成 　　　 59

      小下　明人 　　　 59

      大　俊明 　　　 60

山口　 松重　浩司 　　　 39

      中島　健介 　　　 41

      和田　崇 　　　　 43

徳島　 野　佳明 　　　 62

香川　 藤丸　庄一 　　　 31

      國越　孝治 　　　 73

愛媛　 大城戸　卓 　　　 30
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愛媛　 小原　邦洋 　　　 39

高知　 米澤　友樹生 　　 34

      仁尾　諭司 　　　 34

      徳久　司 　　　　 36

福岡　 泉　剛志 　　　　 39

      古市　尚稔 　　　 39

      嵯峨山　聡 　　　 59

      村瀬　光芳 　　　 63

      牧山　静雄 　　　 63

      松田　俊一 　　　 64

佐賀　 手塚　豊 　　　　 33

      眞子　健治 　　　 50

長崎　 田上　幹子 　　　 34

      三雲　謙助 　　　 35

      山口　三男 　　　 40

      岩本　利彦 　　　 50

      河野　豊 　　　　 52

      清浦　邦彦 　　　 52

      松尾　剛 　　　　 55

熊本　 前田　晃宏 　　　 34

      前田　恵志 　　　 46

本多　英治 　　　 51

大分　 川田　烈 　　　　 40

宮崎　 俣野　公栄 　　　 51

      山本　洋 　　　　 63

沖縄　 大道　裕之 　　　 35

国際　 Gregory NICHOLAS  57

以上、１８８名
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