
●福岡市①会場
【福岡県】 緒方　政子 
柴田　弘子 園田　良枝 
築地　邦子 中島　清子 
中園　文子 原　　京子 
平川　京子 前田　　豊 
宮井冨美江 宮里　　璋 
吉武　禎惠
【佐賀県】 藤森　和子 
山下　洋子
【長崎県】 安藝　律子
【熊本県】 阪本　雅子 
下田　民子 吉里イサホ
【大分県】 福泉みどり
【宮崎県】 甲斐　利博 
島崎　絹子 山本　　勳
【鹿児島県】 潟山　妙子 
亀割　成子
【沖縄県】 玉城　満枝 
奈須　栄子
●福岡市②会場
【福岡県】 伊藤真由美 
大沢ますみ 岡﨑　京子 
小磯　里美 坂口　義雄 
坂田　　昶 澤村　力敏 
田川マサ子 田中　徳一 
仲　美智子 西村　悦子 
野上　信子 原田久美子 
平田　優子 宮原喜美子 
村田　純和 山口佳代子 
山地寿美子 結城美津子
【佐賀県】 大石　早苗 

野呂　純子 長谷川積子 
花田　郁子 廣川　浩子 
藤原ヨシ子
●千葉市会場
【千葉県】 磯邉佐知子 
市川　博敏 伊藤　妙子 
入谷　和子 大谷　英一 
岡　　幸子 加藤由美子 
熊谷　春美 黒澤ひろみ 
小柳　哲朗 塩瀬　蓁也 
篠原　靖子 嶋田　桂子 
須藤　恭正 髙野　幸子 
舘下えり子 戸田　京子 
中嶋加奈江 中村　純市 
野崎　元彰 花野井瑠璃子 
福原　道子 布施田智子 
星野　　彰 堀井理恵子 
水野希代子 村田　祐子 
森本　亨子 山本眞由美
【神奈川県】 石井　弘子
●東京都①会場
【福島県】 安齋香代子 
佐藤多喜男
【茨城県】 石居　政代 
川村　裕子 熊谷　　長 
小林　成行 佐藤　将道 
白鳥佐智子 野中　雪子 
初沢　幸子 藤枝　純子 
八木孝一郎 山口　元恵 
山﨑　麗衣 米久保昌司 
和田　　至
【埼玉県】 山本　雅史
【千葉県】 遠矢三千子
【東京都】 秋山　宗江 

岸川　秀昭 倉成　富香 
古賀　厚子 佐尾　真由 
原　恵美子
【長崎県】 岸川　博子 
三田村直子
【熊本県】 植川　祥子 
川﨑　征子
【大分県】 桐生　正子
【宮崎県】 火宮美代子
【鹿児島県】 有川　久子 
織田　美穂 櫻井　央子 
西　　良子 別府美起子 
本吉キヌ子 吉留　美香 
吉村サツ子
【沖縄県】 仲田　八重

●秋田市会場
【岩手県】 小田島節夫 
佐々木利一 鳥屋部敬子 
沼倉　規子
【秋田県】 阿部美菜子 
安藤　静子 石井三千代 
石塚　成子 小田嶋ヤヱ 
小山　雅子 加賀谷謙一 
久米　輝夫 齋藤裕美子 
佐々木香代子 佐々木とよ子 
佐藤美代子 佐藤　　恵 
沢田石礼子 進藤　千幸 
進藤ユリ子 菅原　笙子 
菅原　誠吾 杉山　洋子 
鈴木奈緒子 高橋　良子 
土田まゆみ 照井　公子 
豊嶋　俊一 奈良まゆみ 

３段合格者 石鍋百合枝 今井　久光 
梅本　容子 江ケ崎美代子 
押手奈穂子 金本真喜枝 
嘉幡　節子 上小澤美香 
神崎　栄子 菊池　京子 
小泉　徳子 河野　省吾 
小林　智子 佐藤　尚子 
里吉　裕子 所山　浩司 
菅野　邦男 鈴木　洋子 
髙橋　瑞枝 長尾　益利 
萩原　正信 日比野睦子 
藤江　淑恵 古家　信子 
牧　　敏忠 松原八重子 
宮塚　綾子 山口　貴子 
山﨑　洋子 山本眞理子 
吉田美知子 米山智恵美 
和田　愛美
【長野県】 上島　陽子 
唐澤　英子 小林　博子 
小松　京子 篠原　昌子 
関　　幹子 知久　八生 
林　ゆみ子 山嵜　達夫
【静岡県】 伊藤　欣二 
稲葉　睦美 大川　　恵 
平尾　暢子 丸尾　茂生
●東京都②会場
【茨城県】 茂又　武子
【東京都】 蔵田　友子 
佐伯　友弘 坂井　弘周 
菅原　正則 二平ひとみ
【神奈川県】 附田　克晃
【山梨県】 相澤由香理 
遠藤喜代美 小野　悦子 
伴　　敏子 山本すみれ 

２段合格者

～３段
合　格　者　名　簿〔Ⅱ〕

　2014年度の初段～３段検定試験は，昨年10月26日の仙台市，高崎市会場の初段・２段を皮切りに全国82会場
で行われ，12月21日（日）実施の秋田市会場（初段・２段）
他８会場での検定試験を最後にすべて終了した。
　判定結果はすでに各都道府県連盟あてに通知されている。
　日本連盟への段位登録の期限は 年３月１日（日）
（＊事前に取りまとめのため，都道府県連盟ごとに手続期
限が設定されているので注意）。
　今号には，12月に実施された検定試験合格者名簿を掲載。

受験者数 合格者数 合格率（%）
初段 ）8412（4402 ）9671（2761 ）4.28（08.18
２段 ）0991（7091 ）8021（1711 ）7.06（14.16
３段 ）8391（4491 ）034（154 　 ）2.22（02.32
合計 ）6706（5985 ）7043（4923 ）1.65（88.55

＊今年度の受験者数・合格者数・合格率（括弧内は昨年度実績）



山本　　博
【新潟県】 石川啓美子 
金子　勝海 長谷川栄子
【長野県】 寺島紘四郎
【静岡県】 市川　陽子 
清原　誠子
●京都市会場
【福井県】 伊原　明子
【滋賀県】 北村都志美 
谷山　清美 藤田　善朗 
武奈　淑子 松井美智子 
森野ちよ美 山根美保子
【京都府】 淺田　慶子 
粟野　桂子 上野　敬子 
宇野賀代子 梅原　信子 
大籔　美幸 大矢　義郎 
尾上早百合 鍵谷悠紀子 
唐橋　陽子 河合須美子 
川西　禎子 岸本佐知江 
木下　充子 倉野冨美子 
穀田　泰子 新谷　泰子 
杉本　陽子 武林ツヤ子 
田代　妙子 田中　　薫 
出井早智子 寺岡　順子 
寺岡　正人 長谷川有季子 
村木　敏夫 持留　美鈴 
森野　恭子 和田　建樹
【奈良県】 合田　俊博 
近藤希路奈 竹川　　猛 
西垣　菖子 藤川　聖子 
松本　康博 三輪　千佳
【香川県】 安藤　伸子
●大阪市①会場
【静岡県】 髙橋　麻子
【三重県】 奥山　宏子
【大阪府】 秋田　正子 
池田　教子 石橋　　香 
礒本　　惠 市原　知江 
伊藤和香子 稲葉　幾美 
伊庭美知代 大川　裕子 
小笠原妙子 岡野喜代子 
岡本　茂美 小野マルコ 
上中のり子 木谷千代美 
秬谷　七重 木村　昭夫 
越野　崇子 小杉　幸子 
佐藤　範儀 下田てるみ 
新谷　勝美 末田　夏夫 

諏訪　祥子 高木　悦子 
髙瀬真知子 竹田　洋子 
田中　順子 田路　節子 
友田　明子 内藤　憲彦 
中島　良子 仲宗根常美 
中西伊都子 鍋谷よし子 
畑田　恒子 羽原　千長 
濵口　洋子 春山　朝子 
平尾　照子 平野　秀実 
藤浪　正子 舛井　啓子 
松田真理子 松村　真美 
三浦　雅代 宮﨑　敏子 
村上　晋子 森村ユリコ
【奈良県】 天野　能行 
津田　　昭
【和歌山県】 岡本　憲三 
中西　正明 藤村ヨシ子
【鳥取県】 柴田　憲一 
柴田　智子
【高知県】 久禮田倫子 
合田祭典子 武田　美恵 
竹村貴志子 中村真由美 
濱田　恵子
●大阪市②会場
【大阪府】 青松　栄子 
浅野真佐子 網浦　珠美 
新木　伸一 石田　静子 
宇津木　誠 太田　久代 
小澤　初代 片山　幸子 
神﨑あつ子 木上　典子 
北岡　松子 黒田登志子 
髙原　栄子 田中麻由子 
田中　幸男 寺川　佳子 
中川　悦代 西野　有香 
長谷川由紀子 濱口　年加 
平野　幸子 藤山　泰子 
枡井　弘美 松森　郁子 
水瀬美枝子 山﨑フサエ 
山下　明美
【兵庫県】 春木　和子 
村上ますみ
【奈良県】 廣瀬　正行
【和歌山県】 上平　惠宥 
坂元　早苗 鳥井　聡子
●大阪市③会場
【大阪府】 阿河　政康 
池田　幸子 伊藤美智子 

印部　吉雄 上村美代子 
梅田　裕子 小野　弘子 
串崎フイ子 窪田　晴美 
児玉　雅敬 坂口　利香 
澤　左江子 篠原　京子 
末　満智子 菅沼たつえ 
田中眞美子 田中　嘉明 
地石　武弘 土佐　晴美 
中岡　久子 中谷　和子 
西口　長子 西野　京子 
西本　久恵 服部千加子 
服部　春代 藤岡加津子 
藤原　良子 堀中　純子 
松尾　征治 箕野　悦子 
宮脇　知美 向井喜久子 
村上冨美子 森口　摩弓 
矢内　直子 吉川　英子 
吉村　栄子
【奈良県】 池田　和子 
前田　良子
【和歌山県】 太田美菜子 
坂下佐希子 仲尾喜美子 
藤岡　秀代 山野佐智子
●岡山市会場
【鳥取県】 荒木　益子 
岡本　澄子 小林みちる 
錦織　　勇
【島根県】 加藤　善子 
宮本久美子
【岡山県】 池田　睦子 
石井　幸子 石井　信行 
宇賀田美智子 宇高　佳恵 
大島　幸三 小山　朋子 
杉山　典子 土居　直美 
土居　雄二 中曽　京子 
仁木　陽子 西藤　美雪 
畑　　精子 林　　美保 
伴　　展子 広田五十六 
福本　和子 藤川　逸美 
安田　聖子 薮木　二郎 
山田　孝江 山本　智子 
若林　生子
【広島県】 森川　幸恵
【山口県】 大木　君代 
谷口　賀子 野村　隆子
【香川県】 内海　習子 
岡川　昌枝 河﨑壽美子 

東野　順子 藤原由美子 
山本千代子
【徳島県】 天羽　恵子 
上谷　俊太 黒島　功司 
立石　史子
【高知県】 今津多恵子
●広島（廿日市市）会場
【広島県】 一宮　和浩 
大岡　久美 大久保邦生 
影山八重子 梶原　紀代 
方山　政子 川口　敏子 
久保　貞子 河野　育恵 
児玉　圭子 小早川瀧子 
小林　光子 小堀佐代子 
児山　洋子 堺　　朱美 
貞廣　真理 島本満喜恵 
新舎チエコ 田口　康子 
竹久　弘子 谷　　信宏 
寺田　逸子 南條　弘子 
西岡　儀文 橋本　　勉 
濱田美津子 原田美代子 
松村みち子 三川　敏江 
水野　靜子 三原サツキ 
牟田　吉宏 面谷　勝子 
山﨑　恵美 吉浦　正樹 
若月三千恵 渡部　克子
【山口県】 渥美　貞子 
岩下　一夫 竹本　良子 
三吉　恵子
【愛媛県】 小玉　侑子
●那覇市会場
【沖縄県】 稲嶺　英子 
上原　秋雄 小倉　滋子 
宜野座真弓 儀間　つる 
金城　道子 島袋トミ子 
田盛　敦子 徳田　英義 
徳村トヨ子 富山恵美子 
鳥山やよい 濱﨑　悦子 
比嘉美智代 比嘉百合子 
又吉　菊子 宮城　末子 
宮城　ヒロ 宮城　昌子

●盛岡市会場
【岩手県】 浅野　文子 
石田　紀夫 大沢　久人 
大西　タイ 熊谷志津子 

初段合格者



駒井みどり 四戸　清子 
髙橋　孝市 高橋　敏子 
竹田　智子 田村　幸子 
田屋　美春 袰岩　美樹 
三浦　紅子 村井　規子 
八重樫幸子 柳田　良子 
山崎　明子 山本　礼子
●秋田市会場
【秋田県】 青木　恭子 
阿部恵美子 一ノ関八重子 
伊東　宏子 猪又　秋子 
打矢　博子 榎　美知子 
大坂　キヱ 大山　アキ 
押切　恵巳 小野寺洋子 
柏原美代子 鎌田　昭子 
菊地　サダ 岸田のり子 
吉川まゆ子 木下亜紀子 
木村　妙子 草薙勝太郎 
草薙　節子 工藤　　和 
工藤美佐子 黒田　民子 
腰山　慶子 小番輝恵子 
小松　則子 小山　智子 
今野　玲子 斎藤　良夫 
佐々木智子 佐藤久美子 
佐藤　純子 佐藤智惠子 
佐藤　利秀 佐藤　待子 
嶌田萬里子 下総　協子 
菅原江美子 鈴木　巧子 
鈴木　洋子 須田眞由美  
鷹島　昌子 髙橋　広子 
田畑　　麗 千葉　忠昭 
千葉　礼子 千代　道子 
照井久美子 戸賀瀬さき子 
長澤　篤子 花岡　和男 
藤井のり子 保泉　祐子 
間杉　多子 間杉　良子 
三浦テツ子 柳橋　和哉 
渡邊まどか 綿貫　桃代
●鹿沼市会場
【栃木県】 荒井　久子 
池田　伸明 上田　キミ 
大橋　信子 岡野　行雄 
柏瀬　　進 柏村久美子 
加藤　静子 坂元　勝子 
田口　英子 知久　清美 
千原　照子 塚形　京子 
塚本　祐子 豊田久美子 

七海　ハル 藤田　　進 
堀江　宣男 皆川　雅利 
山中眞千枝 山ノ井孝二 
世鳥山庸代
●蕨市会場
【埼玉県】 石井はるか 
石﨑　幹夫 市川　昭子 
伊藤　仁之 印南希久江 
上野紀美子 植村みゆき 
榎本紀代子 尾島こと子 
神長　三郎 紙谷美智子 
河田　順子 川浪三惠子 
木村　圭子 工藤　惠子 
久保田和子 黒田　晴美 
後藤ひろみ 小林　和子 
小林　茂之 小林　朋子 
斉藤　　実 酒井　直美 
三道　照子 渋沢　設子 
嶋津　知則 嶋野　　薫 
城川　典子 鈴木　和夫 
高橋　春美 田所　敏雄 
柘植　和子 永井　慶喜 
中里　典子 中山　和子 
日向野君子 福島　克子 
福田佐知子 丸山　朝夫 
峯田　光昭 毛利　　宰 
吉岡　佳子 若林まり子
【学生連盟】 宮澤　映美 
邨田　辰吾
●東京都会場
【茨城県】 乙村千寿子
中澤智恵子
【千葉県】 荒木　清子 
上杉　清仁 小川　照子 
渡辺　京子
【東京都】 赤石　富司 
秋永　恭子 浅見　節子 
阿部　佐代 天野　元晴 
新井美知子 荒見幾世子 
石井　　潔 石沢　　洋 
和泉　良江 市田由美子 
井上加代子 植竹　春花 
上田　時雄 海老澤富彦 
太田　貴宏 大塚富咲子 
大坪　　敬 大野　崇子 
大森　作代 緒方　維人 
尾形　理香 岡野　友勝 

荻原真理子 小野　貴子 
加藤　範子 金子　礼子 
狩野　牧子 唐澤　純子 
川口　洋子 栗田美代子 
黒川　和江 小板橋美雪 
小西　峯子 小松　幸子 
酒井　睦枝 酒井　通夫 
坂口　一郎 阪野　澄子 
佐藤　健次 佐藤　智子 
佐藤　孝子 志水　直子 
菅沢　雅夫 菅原喜代美 
杉浦はるみ 鈴木紀美江 
鈴木理恵子 瀬々　道之 
髙木美枝子 高瀬　昭治 
高橋　和弘 髙橋　聖子 
髙松　一惠 高美　学雄 
竹村　和子 田島ミトメ 
土屋　洋三 筒井佐和子 
手塚　俊郎 手塚　洋子 
寺井　晴彦 直塚美夜子 
中川　禮子 中西　久代 
生田目ひろみ 野村万里子 
長谷部優美子 馬場　紫暢 
馬場　汪佳 林　　伸子 
日野　純朗 藤岡　慶久 
藤野　揚子 待鳥はる代 
松本　敏博 松本　　円 
松本　基江 三上　京子 
水野　祥子 三原　良子 
宮内　徹也 三善　朝子 
村田　直樹 茂木　理恵 
望月佐由里 森　　眞一 
森田　達子 茂呂多美子 
安岡　佳美 山口　弘子 
山崎　輝緒 山﨑　正己 
山田　康子 山本　理人 
湯朝　直子 吉岡スイ子 
吉田　泰則 四方田春義 
和田　弘子
【神奈川県】 榎本　絵美 
坂元　麻弥 手塚　裕子 
西川　弘子
【学生連盟】 川上　智佳
●大和市会場
【神奈川県】 明野　英治 
足達　和郎 安藤　啓子 
飯田　由子 石井喜代美 

石川　洋子 石橋　明美 
伊藤　勝弘 伊藤　昌幸 
稲垣ハヤ子 井野　菊江 
今井　　勤 岩渕　淳子 
内山　　明 王　　鳳閣 
大田垣マリ子 大坪　恵子 
荻田トシ子 尾崎恵美子 
鹿島　弘子 加藤　　桜 
加納三千代 川瀬　順一 
川又　俊夫 熊本　恭夫 
倉島　君枝 黒澤美智子 
桑原　邦子 古塩久美子 
児玉　有里 小山　尅正 
斉藤　　博 酒井　健司 
佐々木　正 眞田　優子 
サファリン エラヘ 柴　　由里 
渋谷　正雄 清水　宏子 
霜出　正弘 下條　　武 
庄子ミキ子 神保ひさよ 
菅原　幸子 杉田　悦子 
杉田　晴代 鈴木　邦拓 
鈴木　紘之 鈴木　瑞穂 
世戸　繁男 添田　和子 
田井　廣志 髙田　一郎 
髙田　弘美 高田　充子 
高橋　章子 高橋智津子 
髙橋　哲也 髙安　　廣 
武林　博子 竪山　二郎 
鶴岡　順子 天間　正敏 
長澤　千鶴 永島　正勝 
永瀬　健二 長田　光代 
中原　容子 中村　節子 
中村　康子 名倉由美子 
根本　理子 野村　麻里 
濵﨑フク子 濵谷美惠子 
比企　利夫 日隈千恵子 
平林　秋姫 藤森　美恵 
増田　順子 松井　正俊 
三木　安榮 南山　光男 
武笠麻美子 村山　由美 
森山　　都 山口みよ子 
山﨑　和美 山下　慶惠 
山田　彩子 山田恵美子 
山田　裕一 山田　源子 
山本　和利 由井　英昭 
横地　紀子 吉澤　清光 
吉野　昌有 吉村光壽恵 



倭島　悦子 渡辺　道利 
渡辺　亮子
【静岡県】 稲葉　峰子 
大庭千夜美
●金沢市会場
【石川県】 天内　喜子 
荒木　和子 板尾　恵子 
市塚　清隆 上田美知子 
小西　義文 小針みどり 
杉本　　斉 田上　庸子 
高筒　育美 沼沢小美代 
狭間　勝美 橋本　朱巳 
日野　　裕 福田　信子 
升井佐登美 松本　外美 
松本　　健 森下　敏子 
吉倉　栄子 若狭　絹代
●大阪市③会場
【京都府】 山口　朋子

【大阪府】 青木　　徹 
石崎　妙幸 伊波　福子 
落合千代栄 角谷　栄子 
角谷　輝次 角谷　秀美 
川本　佳代 熊谷　仁江 
小林万里子 小堀実代子 
島田　禮子 島野由起子 
白井　陽子 助川　智美 
津山　栄子 長瀬　恵子 
西瀬　昌代 西本　順子 
東　　孝子 東　ゆかり 
福島三佳子 和田津五務
【兵庫県】 佐藤　　正
●岡山市会場
【鳥取県】 矢倉喜代三
【島根県】 稲田　美枝 
稲田　良造 神宮寺　要 
畠中　良枝

【岡山県】 池上　通子 
池田　恭子 植月　豊子 
裏山喜代子 太田真由美 
岡本　静子 河原登茂子 
小西　敏弘 小柳　裕美 
佐古眞里子 清水　満子 
下須賀光子 髙木　記代 
田中かおり 田中みどり 
長原美津恵 西脇　啓子 
野上伊津子 林　　雄一 
福田　朋子 藤井　　栄 
藤井　正明 藤川　恭子 
松本チヅコ 道広　清子 
安谷　圭子 山本　典子 
吉田　　孝
【香川県】 定國美知子
●鹿児島市会場
【鹿児島県】 市来　裕子 

上園紀美子 大柄根廣子 
大木　理恵 大薄　順子 
鎌田　文二 川野由美子 
木下　良江 藏薗さゆり 
小齊平圓子 迫田　睦子 
佐土原尚美 下須　和子 
鈴木　邦子 髙橋　信幸 
田川美和子 田尻　順子 
鶴丸　順子 徳田　尚香 
德永　弘子 德永　房子 
永池　貴子 中村加代子 
新留ちえみ 西　　清一 
野村　豊子 東　　芳子 
藤井みどり 古園　和子 
宮原　洋子 安田恵美子

先月号で発表した合格者の所属県に誤りがありました。
２段合格者：さいたま市会場（11月16日）【愛知県】を【東京都】に訂正します。

訂正
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