
2022 年度 段位・称号審査合格者 

 

剣道六段審査会 

2022年 4月 29日(金・祝) 京都市 

石倉良澄(大野地区) 

竹内弘幸(福井地区) 

 

剣道七段審査会 

2022年 5月 14日(土) 名古屋市 

西川航平(南条地区） 

川村信也(福井地区) 

 

剣道段位審査会 

2022年 5月 15日(日) 福井県立武道館 

【初段】58名   

和田賢幸 武生一中 1年 

堀礼旺奈 鯖江中 2年 

瀨尾朋樹 三方中 2年 

山田凌大 東陽中 2年 

中川綾介 三方中 2年 

田中陽登 足羽中 2年 

小角瞳弥 春江中 2年 

竹内魁         陽明中 2年 

今井統斗 三方中 2年 

白﨑友梧 藤島中 2年 

田中耕史 春江中 2年 

縄間友翔 松稜中 2年 

林祐成    進明中 2年 

板倉大生 中央中 2年 

出口慧         松稜中 2年 

渡邉冬馬 三方中 2年 

岡本啓司 武生二中 2年 

杉岡瑛樹 粟野中 2年 

宮下惺         清水中 2年 

荒井翼         明倫中 2年 



八幡優         藤島中 2年 

髙橋慶樹 清水中 2年 

藤田大輝 清水中 2年 

杉本拓実 丸岡中 2年 

中橋晄希 明倫中 3年 

田中剛         中央中 3年 

佐々木碧 松岡中 3年 

眞柄志恩 大東中 3年 

德田耀星 丸岡中 3年 

冨原綺竜 武生一中 3年 

山田英士 春江中 3年 

吉田駿太郎 春江中 3年 

廣嶋孝亮 南越中 3年 

藤井刀椰 松岡中 3年 

高野弘大 朝日中 3年 

勝見弥風 武生一中 3年 

武曽隼也 丸岡中 3年 

鈴木桜月 中央中 3年 

坂下空蒼 藤島高 3年 

高岡涼太 福井高専 3年 

大石芽衣 明倫中 1年 

内藤萌日 朝日中 2年 

小林真夕 粟野中 2年 

武長睦         三方中 2年 

小堀雪月 三方中 2年 

西山倫代 中央中 2年 

園田夢萌 気比中 2年 

中村友彩 陽明中 2年 

髙橋諒妃 成和中 3年 

佐々木琉唯 南越中 3年 

板橋凜奈 朝日中 3年 

松本幸         中央中 3年 

北野佑佳 高志中 3年 

出村湖音 松岡中 3年 

堤遥佳    朝日中 3年 

田中美羽 粟野中 3年 



村田美久 朝日中 3年 

三河朱花 高志中 3年 

 

【弐段】 24名  

花園隆斗 武生一中 3年 

福本和真 明倫中 3年 

安達健悟 中央中 3年 

大久保滉太 松岡中 3年 

岡井新之介 中央中 3年 

田中元陽 鯖江中 3年 

田仲賢至 清水中 3年 

山本玲音 松陵中 3年 

髙山太伽 朝日中 3年 

足立義樹 武生一中 3年 

野坂怜央 明倫中 3年 

蓮覚寺昊 足羽一中 3年 

山本伊吹 武生一中 3年 

深川幸希 三方中 3年 

東亮佑     美方高 3年 

小西鷲     美方高 3年 

天藤遥     粟野中 3年 

森谷 栞帆 武生二中 3年 

小堀心々音 三方中 3年 

大澤あかり 中央中 3年 

岡本紀佳 武生二中 3年 

笹野京愛 成和中 3年 

水野真愛 北陸高 1年 

豊岡希咲 敦賀気比高 2年 

 

【参段】 16名  

坂元煌     福井高 2年 

成松周哉 敦賀気比高 2年 

本島大成 福井高 2年 

藤井大暉 藤島高 2年 

玉置叶都 福井高 2年 

平野裕也 敦賀気比高 3年 



藤原匡之介 美方高 3年 

白木陽洸 福井高 3年 

林京之介 藤島高 3年 

嘉村風太郎 福井高専 5年 

松橋弘明 会社員 

豊岡龍雄 会社員 

重永花歩 丸岡高 2年 

新谷想叶 美方高 3年 

河原奈那美 美方高 3年 

藤原日菜乃 日体大 2年 

 

【四段】 2名  

長﨑恵也 大学 2年 

橋本恭佑 県警 

 

【五段】 4名  

田中大志 県警 

増田貴彦 県警 

山﨑由樹 県警 

山﨑義尚 公務員 

 

剣道六段審査会 

2022年 8月 7日(日) 福岡市 

坂本哲也（大飯地区）  

 

剣道段位審査会 

2022年 8月 11日(木・祝)   敦賀市総合運動公園体育館 

 

【初段】 39名   

鈴木彗太 成和中 1年 

藤原辰之介 南越前中 1年 

太田怜     至民中 1年 

杉原孝明 武生一中 1年 

水田尚希 朝日中 1年 

元井颯汰 松陵中 1年 

山田典悠 南越中 1年 



中荒江圭市 中央中 1年 

中村颯太 小浜二中 1年 

﨑元煌太 松陵中 1年 

武長咲孝 三方中 1年 

山森春人 中央中 1年 

山崎翼     勝山南部中 2年 

山田蒼葉 朝日中 2年 

田邊瑠人 粟野中 3年 

高木創生 武生一中 3年 

松井彬仁 森田中 3年 

田中優心 粟野中 3年 

吉田朝陽 森田中 3年 

竹下亮     病院職員 

竹内希莉奈 朝日中 1年 

芦田朋葉 三方中 1年 

酒井眞心 勝山南部中 1年 

島田樹衣那 武生二中 1年 

高橋愛珠 芦原中 2年 

川端花和 粟野中 2年 

前川和奏 森田中 2年 

小川マリサ 武生二中 2年 

髙嶋静香 芦原中 2年 

冨田千晶 森田中 3年 

臼木心愛 鯖江中 3年 

山森祐海 中央中 3年 

前田ゆずき 芦原中 3年 

髙橋美帆 森田中 3年 

窪田七菜 鯖江中 3年 

吉田瑞稀 武生二中 3年 

竹本蒼生 敦賀気比中 3年 

毛利明日香 森田中 3年 

杉岡智美 会社員 

 

【弐段】 19名  

若林圭     中央中 2年 

橋詰碧     越前中 2年 



叶優人     至民中 3年 

森三志朗    中央中 2年 

山口大夢 武生二中 3年 

多田滉生 藤島中 3年 

清水陽介 武生高 1年 

白崎涼太 敦賀気比高 1年 

泉勇輝     敦賀気比高 3年 

村井栞     粟野中 2年 

藤﨑万葉 朝日中 2年 

田中十愛 粟野中 2年 

小矢結貴 小浜二中 3年 

平口なつみ 粟野中 2年 

竹元和葉 明倫中 3年 

加藤愛由 中央中 3年 

南安音     粟野中 3年 

飛山愛梨 明倫中 3年 

谷口美佳 福井高 3年 

 

【参段】 8名  

中川聖舵 福井高 2年 

矢田部凌 敦賀気比高 2年 

南部鷹太郎 福井高 3年 

吉村勘汰 敦賀気比高 3年 

山下陽生 福井高 3年 

福岡孝広 会社員 

奥井伸吾 大学職員 

北方結女 敦賀気比高 2年 

 

【四段】 1名  

戸島昂紀 警察官 

 

【五段】 2名  

楠田和未 警察官 

村井佑輔 会社員 

 

剣道七段審査会 



2022年 8月 20日(土) 新潟県上越市 

田中秀幸（福井地区） 

 

剣道六段審査会 

2022年 8月 21日(日) 新潟県上越市 

大井隼（警察） 

上谷幸男（坂井地区） 

大味香代子（坂井地区） 

 

 


