
令和４年度　公認審判員一覧　（順不同）
2022年10月18日 現在

名　　　　前 段　位 地　区 所属団体
1 志摩　制基 八段 宮城県 石巻市
2 田中　勇悦 八段 沖縄県 那覇市首里
3 工藤　善己 八段 山形県 鶴岡市
4 奥山　安雪 八段 東京城西地区 正統館
5 加藤　明彦 八段 静岡県西部 静岡市
6 安部　幸史郎 八段 東京城南地区 創玄会
7 ヒューゴソン　アルヴァル 八段 青森県 琉津舘
8 石川　健次 七段 東京城北地区 板橋区
9 小林　学 六段 埼玉県 志木市
10 千葉　健志 六段 神奈川県 横浜市
11 小松　武 六段 宮城県 気仙沼

名　　　　前 段　位 地　区 所属団体
1 小田島　隆 七段 東京城北地区 練馬区
2 小林　清喜 七段 山形県 酒田市
3 木村　孝允 七段 青森県 勢命会
4 板山　徳子 六段 山梨県 山梨正統館
5 小林　真由 六段 東京城西地区 正統館
6 内田　航太 六段 東京城東地区 荒川道場
7 小林　大輔 六段 東京城西地区 正統館
8 北澤　秀明 六段 東京城南地区 港区道場
9 中野　哲爾 六段 千葉県 船橋市
10 板山　宜弘 六段 山梨県 山梨正統館
11 北原　喜代志 五段 山梨県 山梨正統館
12 鍋田　和文 五段 富山県 婦中町
13 春日　世生 五段 東京城西地区 正統館
14 小牧　武 五段 埼玉県 ふじみ野市
15 横山　典子 四段 茨城県 つくば市
16 増岡　智大 四段 神奈川県 雲心塾
17 丹野　喜美男 四段 宮城県 渡波

A級

B級



名　　　　前 段　位 地　区 所属団体
1 泉　智慶 七段 新潟県 豊栄
2 十河　剛 七段 神奈川県 湯河原町
3 佐々木　寿裕 六段 青森県 青森市
4 小山　宝悦 六段 青森県 浪岡町
5 船越　陽介 六段 青森県 青森市
6 久保　誠 六段 東京城南地区 港区道場
7 ロジェール　デニー 六段 宮城県 仙台市
8 並木　將志 六段 東京城西地区 正統館
9 鈴木　史孝 六段 静岡県西部 富士市
10 増田　輝仁 六段 青森県 弘前市
11 金子　智一 六段 東京多摩地区 東村山市
12 濱中　孝之 六段 青森県 青森市
13 青木　寛敏 六段 宮城県 仙台市
14 工藤　晃大 六段 青森県 広正舘
15 萩原　利克 六段 東京城西地区 正統館
16 深井　弥生 六段 東京城西地区 正統館
17 内山　仁志 五段 栃木県
18 佐藤　祥 五段 宮城県 東松島市
19 西脇　晴彦 五段 愛知県 小牧市
20 渡邊　登 五段 宮城県 東松島市
21 門馬　玉展 五段 北海道 北志会
22 伏見　誠 五段 宮城県 渡波
23 小松　万里子 五段 宮城県 気仙沼
24 原　譲之 五段 東京城東地区 荒川道場
25 工藤　司 五段 山形県 鶴岡市
26 大橋　正芳 五段 東京城東地区 志錬会
27 永久保　陽子 五段 宮城県 住吉道場
28 河村　康央 五段 東京城南地区 創玄会
29 山際　真穂 五段 東京城南地区 創玄会
30 中條　正崇 五段 神奈川県 横浜市
31 渡會　太一 五段 山形県 酒田市
32 児玉　晃 五段 沖縄県 那覇市首里
33 古田　一行 五段 東京城南地区 創玄会
34 小関　宗伸 五段 東京城南地区 港区道場
35 涌井　貴志 五段 新潟県 豊栄
36 木間　和也 五段 新潟県 豊栄
37 伊藤　政行 四段 宮城県 雄勝
38 寺崎　修 四段 富山県 魚津市
39 阿部　浩子 四段 山形県 平田
40 佐藤　善浩 四段 山形県 酒田市
41 本多　智明 四段 東京城南地区 港区道場
42 平片　健一 四段 宮城県 河南
43 渡辺　伸一郎 四段 東京城北地区 板橋区
44 中嶋　晶子 四段 東京城西地区 正統館
45 白倉　繁 四段 山梨県 山梨正統館
46 福田　一史 四段 東京城南地区 創玄会
47 清水　貴治 四段 東京城南地区 創玄会
48 坂本　稔 四段 山梨県 山梨正統館
49 宇野　友季子 四段 東京城南地区 創玄会
50 良本　真基 四段 東京城南地区 創玄会
51 森田　太郎 四段 静岡県西部 富士市

C級



名　　　　前 段　位 地　区 所属団体
1 清田　義男 六段 千葉県 流山市
2 エンディ　フォセット 六段 東京城東地区 浜町道場
3 堀内 和一朗 六段 東京城北地区 湯島道場
4 伊岐見　洋喜 五段 愛知県 小牧市
5 太田　寛 五段 東京多摩地区 多摩市
6 望月　進介 五段 静岡県西部 清水
7 永井誠一郎 五段 東京城東地区 浜町道場
8 木間　一紀 五段 新潟県 豊栄
9 堀米　遼太 五段 東京多摩地区 多摩市
10 白鳥　裕貴 五段 青森県 躰志館
11 加賀谷　宏 五段 北海道 北海道大学
12 船本　高正 五段 和歌山県 和歌山巽クラブ
13 中村　義宣 五段 新潟県 横越
14 宮下　宏紀 五段 東京城北地区 湯島道場
15 二ノ宮　健 五段 埼玉県 狭山市
16 高柳　紀子 四段 新潟県 豊栄
17 塩崎　智彦 四段 東京城北地区 御茶ノ水湯島道場
18 荒井　和美 四段 新潟県 豊栄
19 杉村　和之 四段 静岡県西部 富士市
20 松本　昇平 四段 東京多摩地区 狛陵会
21 中嶋　尚平 四段 東京城北地区 御茶ノ水湯島道場
22 竹藤　太一 四段 愛知県 小牧市
23 吉川　貴寛 四段 富山県 婦中町
24 中村　由春 四段 千葉県 流山市
25 坂本　巧 四段 埼玉県 戸田市
26 加藤　潤 四段 千葉県 印西道場
27 土井　嘉津也 四段 山梨県 山梨正統館
28 植田　恵理子 四段 埼玉県 志木市
29 宇部　真広 四段 東京城南地区 創玄会
30 湊　宏司 四段 北海道 北志会
31 常田　達 四段 青森県 浪岡町
32 三浦　浩 四段 宮城県 渡波
33 齋藤　和哉 四段 青森県 弘前市
34 本田　拓馬 四段 東京城南地区 創玄会
35 高柳　圭汰 四段 新潟県 豊栄
36 山田　大輔 四段 千葉県 松戸道場
37 名倉　崇広 四段 東京城南地区 創玄会
38 渡辺　祐太 四段 新潟県 豊栄
39 小林誠弥 四段 埼玉県 坂戸市
40 前田　賢二 四段 埼玉県 志木市
41 浅岡　宏 四段 愛知県
42 多田 倫子 四段 東京城南地区 港区道場
43 清水　秀典 四段 千葉県 船橋市
44 笹原　善智 参段 宮城県 河南
45 阿部　剛 参段 宮城県 河南
46 阿部　龍 参段 宮城県 石巻
47 岩間　桂信 参段 宮城県 石巻
48 五十嵐　望美 参段 山形県 鶴岡市
49 佐野由実 参段 山梨県 山梨正統館
50 木村　晴代 参段 青森県 弘前市

研修生


