
●仙台市会場
【北海道】 大里　良介 
佐藤美智代 辻　　文子 
宮前ちひろ

【青森県】 木浪　一枝 
工藤　正明 下村　一枝 
鈴木　弘美 中野　たづ 
藤田　述子

【岩手県】 受川小百合 
釜道　　浩 野中　広治 
和田　顕正

【宮城県】 大友万由美 
大西　陽子 小野　明男 
柿沼　寿子 川口　　忍 
河村　政子 倉田　洋子 
佐藤　隆夫 庄子　　明 
菅原久美子 鈴木志津子 
細川　卓郎 嶺岸　盛次 
村上かち子 山田　徳子

【秋田県】 石塚　淳子 
伊藤　征男 菊地　冴子 
佐藤　文子 千田　耕成 
成田　節子

【山形県】 島軒　艶子
【福島県】 嶋津　　勉
【群馬県】 登丸　讓治
【新潟県】 山口　勝巳
●東京都①会場

【北海道】 金谷　淳子 
東郷祐三子

【茨城県】 滝田　文子

髙山あけみ 田村　る里 
冨澤　典子 藤木じゅん子 
横井貴代子 龍﨑富美江

【神奈川県】 安間　知子 
宇都宮徳久 岡本　洋子 
片山由美子 佐藤美智子 
清水きよみ 鈴木　初江 
高野　福子 高橋　純臣 
竹村　裕子 田代　弘子 
玉置　牧子 辻野　淳子 
寺西　暢子 戸川　　章 
長嶋ひとみ 西口　美枝 
野口　和得 松原由美子 
三上　幸子 矢野　順子 
山本　達雄 横濱　悦子 
綿引　宏子

【新潟県】 石田　信子 
加瀬　淑子 北上ユリ子 
小杉　和子 牛膓　恵子 
茂野一二三 田中　秋雄 
田村　久子 長谷川ふき子 
張山　　操 深澤　朋子 
向山　清美

【長野県】 伊藤喜美子 
橋詰　妙子 羽生田廣子 
林　　公子 藤澤千寿美 
堀内　雅子 渡辺　初美 
和田　紀子

【静岡県】 川口香代子 
小長井重利 齋藤　貞子 
中村　容子 山田美智代
●東京都③会場

【茨城県】 藤井　洋子 

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月～12月１日実施分
【栃木県】 会田　律子
【群馬県】 石塚　清子
【埼玉県】 岡村　朋子 
佐藤　香苗 真造　妙子 
関口　和江 土谷　寿美 
中村　純子

【東京都】 加藤　康之 
杉本　公代 染谷　央江 
蓬田　陽子

【神奈川県】 伊澤嘉與子 
閏井　一美 小澤　克江 
笠原　昌夫 木戸　順子 
東海林みさ江 手塚　紀子 
浜田　惠子 古谷美弥子 
山田　信子

【新潟県】 浅井　静枝 
駒形　和則 中川ヨシエ

【長野県】 中島佐代子
【静岡県】 竹島　正子
●東京都②会場

【北海道】 福島　庫子
【福島県】 倉持比佐子
【茨城県】 飯塚　正枝
【群馬県】 北川真由美
【埼玉県】 松島　敏代
【千葉県】 奥冨　美江 
小谷真佐美 須藤　恭正 
津田　裕實 土井　浩之 
山形　訓淑

【東京都】 薄井　和子 
黒良　美里 鯉沼　朋子 
清水美津江 杉田　敬子 
杉本　久子 髙澤　美子 

３段合格者

2015年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」

目黒　恵子
【栃木県】 石崎　幸子 
橋本　正美 増山千代子

【群馬県】 久保　洋子 
髙橋もと江 細矢　文子

【埼玉県】 篠田鼎一郎 
須永　京子 馬場　貞夫

【千葉県】 石川　広子 
市川　昌世 大川　　進 
住田　幹子 関本　宣子 
高橋　欣子 遠矢三千子 
中田　　愛 苗村　一子 
花野井康彦 細野紀美子 
三澤　征夫

【東京都】 浅田　啓介 
石井　博子 大森　富子 
小笠原加弥子 加藤　英子 
木山　啓子 佐藤三惠子 
髙橋眞由美 藤　　眞弓 
飛田　佳子 虎見　蔦子 
丹羽　るみ 三宅　秘子

【神奈川県】 井上　弘美 
大沼　文子 金子　紀子 
小泉　良子 小糸　吉辰 
瀧本　弘子 千葉　敦子 
船橋　珠枝 御厨　英代 
山下　延子

【山梨県】 小沼　睦代
【新潟県】 伊藤　和夫 
小坂　篤子 武田　美雪 
吉川　惠子

【長野県】 嶋原　雅子
【富山県】 竹嶌惠美子 



開　　厚子 堀　　明美
【福井県】 小林　千鳥
【静岡県】 市川　陽子 
大地つやこ 勝又さえ子 
桐山　千尋
●大阪市①会場

【富山県】 倉嶋真理子
【京都府】 下坂　澄子 
新海ゆり香 本嶋　清美 
山本　夏枝

【大阪府】 植野　和子 
大川　裕子 金田　勝子 
岸田加奈子 北野真理子 
木村　一夫 髙橋美津雄 
谷野賀津子 壷井　俊悟 
長棟　明子 中村　恵子 
橋國　宜則 橋本喜美子 
林田　淳子 藤嶋　朋子 
松本　文香 村上　元子 
山際　廣子 吉田　治生

【兵庫県】 北川みや子 
清原　秀子 小栁　安子 
齋藤　忠行 妹尾　典子 
千葉由美子 西田　光江 
二星　祥子 服部レイ子 
濵　加壽子 前田　知柄

【奈良県】 関根　明美 
田中　　聡 光成みどり

【和歌山県】 白神紀久江
●大阪市②会場

【富山県】 大橋　明子
【石川県】 中嶋　節子
【滋賀県】 稲田あつ子 
北川久美子

【京都府】 重森　久江 
諏訪まり子 寺泉きよ子 
松井　容子

【大阪府】 浅井　　忍 
浅野　照子 荒木　好美 
井上　昭治 大上　明子 
大谷　忠昭 岡田　恵子 
垣内　敏子 加藤　紀子 
兼重　博子 神谷　京子 
坂本登茂子 佐藤　和恵 
田中　明美 田中　高子 
新居　文子 二宮　邦子 
松浦　敏代 松本　啓子 

舞弓　京子 三浦恵津子 
宮原寿恵子 森　眞理子

【兵庫県】 大柄　美子 
大野　洋子 仮屋日佐代 
権藤　由樹 嶋田　真里 
豊田　美香 早田　順子 
藤井　　勲 増山レイ子 
村上三枝子 山岡やよい

【奈良県】 川西　　勧 
田島千枝子 松原　克美 
三島喜代子 山村　弘洋

【和歌山県】 青木三智子 
阪本　勤子 杉野美由紀
●大阪市③会場

【京都府】 佐藤　千鶴 
西井砂智子

【大阪府】 井上　義久 
上村美代子 児玉　徹郎 
酒井佐知子 阪田　耕次 
笹原　幸惠 島西　早苗 
田川　光廣 辻本　栄子 
土原　千秋 出合　睦子 
中川　美和 西村喜代子 
秀島　久代 平野　陽子 
福﨑　直子 森口瑠美子 
山下　和代

【兵庫県】 小野　　保 
笠原ヨシ子 梶原　光行 
古髙　　幸 菅原　成人 
菅原　留美 田之上　恵 
中島　玉絵 藤川　和子 
村上　洋子 矢野　眞弓

【奈良県】 岩城　真弓 
高橋　幸子 津國美惠子 
吉村まり子

【和歌山県】 井邊　悦子 
西端佳陽子

【岡山県】 小林　辰朗
●福岡市①会場

【福岡県】 網野　淑子 
稲葉　キミ 井上　秀子 
楠　　和子 坂上万里子 
柴田　育代 長嶋かほる 
仁木イク子 原田　利江 
姫野　敏枝 水口　秀人 
森山満千代

【佐賀県】 松尾恵美子 

山田　純子
【長崎県】 大栁　文代
【熊本県】 髙田　裕子 
横田　明子

【大分県】 安東　育子 
牧野　典子

【宮崎県】 佐藤眞里子 
松井美和子 松浦　裕子 
吉田　信子

【鹿児島県】 織田　隆行 
林　　人美 森　　順子

【沖縄県】 上間　和枝 
金武　廣子 城間エミ子
●福岡市②会場

【山口県】 岡本　佳郎
【福岡県】 浅野　雪根 
五十嵐　勇 一枝　博子 
伊藤　倫子 坂本　真弓 
佐藤　智子 竹森　直子 
藤　　満世 富田　信雄 
中島　公子 原田　早苗 
福谷　　健 福田　美幸 
森　　淑恵 山本　知美 
渡邊　正樹

【佐賀県】 天本　静世 
大石　廣二 中原　睦子 
仁田坂初枝

【長崎県】 浦田満由美
【熊本県】 浦上　伸子 
中石　　信 右田三代子

【大分県】 衞藤　早苗
【宮崎県】 岩村マチ子
【鹿児島県】 岩山ひとみ 
田口　純子 本田久美子 
南　いくえ 宮園　龍子 
吉原　博子

【沖縄県】 金城　順子

長谷智恵子 菱沼しず子 
広瀬勢津子 古川　治子 
松田　耀子 三野惠美子 
森川佳予子 山本　敬子 
楽木　信子 渡邊　幸子
●仙台市会場

【青森県】 伊藤　誠子 
今井　　節 大山　洋子 
小向　　愼 古村　勝枝 
近藤　眞子 佐久間るみ子 
白鳥　せい 田澤　敬子 
田中　ちい 對馬恵美子 
中渡　秀代 奈良　牧子 
牧野のり子 山中　禎子

【宮城県】 荒　　節子 
伊藤まゆみ 大槻さち子 
大日向るり子 岡村まゆみ 
奥山眞理子 金森　啓子 
熊原とし子 郷家　和則 
佐々木けい子 佐藤　裕久 
色摩美津代 島貫　与治 
菅野　　勇 杉船　鈴子 
鈴木　昭子 多田　絹代 
千葉　幸毅 西塚　小萩 
橋本ナミ子 松永　玉子 
三浦　順子 三浦まゆみ 
水谷　則子 三塚　和夫 
吉田まさよ 渡邊　　誠

【山形県】 小林　幸子 
新関　民代 橋本美南子

【福島県】 安倍レイ子 
大野　澄江 小田切サチ子 
小田切富子 金子富美子 
菊地みな子 菊池美奈子 
北見　陽子 倉持　　誠 
後田　新一 後藤　浩夫 
近藤　正道 坂巻　淳子 
佐藤　三惠 佐藤　幸子 
渡苅　尚子 長原　嘉子 
森　　好子 矢内　睦美 
山田　赦子 横田　俊幸
●高崎市①会場

【栃木県】 岡　みどり 
改田ゆり子 柏瀬　　進 
斎藤美津子 津浦由美子 
塚形　京子 橋本　光子 
橋本由美子

●札幌市会場
【北海道】 飯田　常男 
飯田　育世 池田　杲子 
石直　恵子 片山　良子 
木下　昭子 小林　幸子 
佐野美智子 庄司ひろ子 
田中　詔子 谷村　輝子 
田原しのぶ 中村　敏子 

２段合格者



【埼玉県】 杉田　玲子
【新潟県】 植松　光子 
小黒　昤子 熊谷　玲子 
渡邊　惠子

【長野県】 井口　久子 
小澤　正秀 川尻　博己 
木村かづ江 木村　俊夫 
小泉志げ子 小林　浩子 
塩之入紘子 重田　篤子 
菅田　敏夫 二木　敬市 
松下　要子 山崎　幸夫
●さいたま市会場

【北海道】 久保田孝子
【福島県】 三瓶たつ子
【茨城県】 國土　千尋
【埼玉県】 秋永　悦子 
宇治田絵里子 内山マサ子 
大屋　容子 岡野　文江 
小倉　礼子 小野　郁江 
加瀬久美子 金井　惠子 
桜井　紀子 志賀　圭子 
城川　典子 髙橋　秀子 
竹村　秀子 遠井　国子 
戸谷　保子 中里　典子 
中山　和子 英　　和子 
平川久美子 平田　和惠 
福島　克子 堀口　昌秀 
毛利　　宰 横山　和子 
横山かずみ 吉岡　佳子 
吉越由香里 吉成　法子

【千葉県】 荒木　清子 
佐野　　恵 髙橋　弘子

【静岡県】 佐藤しずえ
●綾瀬市会場

【東京都】 羽賀三枝子
【神奈川県】 赤坂由美子 
明石　道子 秋元　裕子 
足達　和郎 石井　智子 
石川ゆかり 石橋　明美 
石橋　知彦 稲葉千鶴子 
井上真由美 今井　道子 
漆原　光之 遠藤　珠海 
岡崎　浩子 沖嶋　一枝 
奥津與志子 鎌田　延示 
嘉山　悦子 川又　俊夫 
窪田みな子 熊本　恭夫 
小林みゆき 斉藤　　博 

斉藤みゆき 堺　　靖子 
眞田　優子 佐野千依子 
杉村　俊一 太鼓ヨシエ 
髙田　一郎 髙田　弘美 
高橋　章子 田口　則子 
館岡千栄子 田畑　貞子 
田畑日出夫 長澤　千鶴 
永島　正勝 中原　容子 
中原　律子 中村　和代 
中村　康子 成塚　道夫 
根本　理子 橋谷　淑子 
橋本久美子 橋本　節子 
長谷川富江 畠山　明則 
早川　　威 平井由紀子 
北條　京子 細野美知代 
松崎　英明 松本　宏之 
丸山千代子 三井　喜男 
峰　　裕子 宮崎　摩美 
村山　由美 望月　葉子 
森脇海記生 矢後　正子 
柳田　幸子 山田　源子 
由井　英昭 吉田　一美 
吉田　恭子 吉田　洋子 
吉村　文代 若杉　英明

【静岡県】 井上　友子 
田代　礼子 濵田チエ子 
一杉　知子 前田　　武 
渡邉ひろみ
●福井県鯖江市会場

【富山県】 岸川　京子 
小林　深雪 塩田　峰子 
島田美栄子 髙井　宏子 
髙田　幸子 高波　アキ 
髙安知恵子 西田美和子 
橋川　昭夫 沙魚川恵子 
福島やす子 松村　淳子 
渡辺　郁子

【石川県】 大瀧　祥子 
大野　富枝 大畑　幸子 
小田　恭子 斉藤南穂子 
墨屋佐夜子 辻森　啓子 
濱出由利子 淵本智佐子 
四谷　廣子 渡辺　郁代

【福井県】 浅野　靖子 
大久保直文 酒井　絵美 
酒井　房子 白﨑　紀子 
髙村　修造 谷口　艶子 

野路　　恵 長谷川　彰 
牧野　美幸 松井祐見子 
山田美恵子
●名古屋市会場

【東京都】 髙木　咲江
【静岡県】 青嶋　恵里 
浅水美江子 伊藤ひとみ 
岩辺　　均 内山冨士子 
大須賀順子 角田富士美 
熊切　順子 杉本あつ枝 
鈴木　亨子 武井　千明 
立花　恵子 田中　伸明 
中野　里美 沼野　　敏 
野村　智子 橋本由美子 
松下八重子 無州由喜子 
山澤きぬ子 山田　建史

【愛知県】 池内　詔時 
石川まち子 岩田　宏男 
臼井美喜子 梅田　信子 
小関　愛子 小野塚けい子 
川北　京美 鹿内由美子 
鈴木　容子 髙須　淨子 
棚瀬　國雄 中山多美子 
野村　弘美 服部　春代 
東山　勝子 米谷西四郎

【三重県】 伊藤　万喜 
犬飼美佐子 太田　悦子 
小椋　早苗 金谷　秀子 
河嶋　幸子 小西美也子 
澤部美智子 下村　智美 
舘　よし子 中山めぐみ 
松本亀久代 松本　優子 
宮島さと美 吉川　英昭

【岐阜県】 安達千惠子 
石橋　裕子 今井　秀子 
小木美代子 坂崎登美子 
酒向　三冬 清水　朋文 
棚瀬　　幸 西村　由美 
服部　淳子 伏屋　孝子 
堀　　智恵 松野千代子 
三輪　静子 森　　昌江
●神戸市会場

【京都府】 丸山てる子
【兵庫県】 飯田　　薫 
石井まゆみ 石田　令子 
磯西佐知子 伊藤美恵子 
岩定　　正 江上　和春 

【群馬県】 赤石実惠子 
新井　正之 伊藤　高一 
稲葉　　豊 桑原　和夫 
古滝　芳子 小林　友子 
島　智津子 関　けい子 
髙橋　幸子 髙橋　紀子 
田部井順子 塚越　茂雄 
津久井清隆 戸部　久雄 
長沢　光代 星野　裕 
丸橋みどり 山田　良江

【埼玉県】 新井　正巳 
小内　　政 亀井　統子 
齋藤　愛子 竹内シゲ子 
塚田　公子 永原　和代

【新潟県】 阿部レイ子 
内田　和子 大久保弘子 
荻野ひろ子 岸　　弘道 
栗山　栄二 近藤　玲子 
佐藤　未樹 髙橋恵美子 
髙橋　成子 武内　　智 
富樫　貞子 登坂　裕子 
野口真奈美 本間　ムツ 
松田とも子 森尻　政昭

【長野県】 小野　礼子 
古賀満里子 小平　博子 
小林　由紀 高沢　文子 
滝沢　繁樹 西尾　　忍 
鉾木裕見子 増田　愛子 
宮崎　君子
●高崎市②会場

【栃木県】 荒井　久子 
池田　伸明 岩瀬　憲一 
上田　キミ 植竹　民代 
小平　朋子 鹿野満寿子 
佐藤ひろみ 佐藤美知子 
下重　厚子 高橋　米子 
高山　説子 寺下　泰子 
福田　和子 藤田　　進 
宮沢　昭雄 森　えり子 
山ノ井孝二

【群馬県】 太田ミサ子 
金井　英夫 近藤　美穂 
柴田　雅子 髙瀨　　昭 
土山　良子 富樫紀代子 
外山　信子 沼　　星惠 
山口　律子 山崎　啓子 
吉田　昭子



江本　充生 大北　博昭 
大河内圭子 太田久美子 
大谷　武久 大橋　　正 
大道久美子 岡本千代栄 
荻野　恭子 加藤　康子 
上谷ちさと 假屋　博之 
河南　　昇 岸本　景子 
木村　経美 黒川　紀子 
小池由紀子 小林　知代 
斉藤　鈴代 阪口　礼子 
櫻井　美子 佐竹恵美子 
澤田マチ子 篠原　順子 
柴田キャティ 清水　孝雄 
杉本　淳子 杉本　　茂 
竹下　道子 田尻　信子 
田中　美和 塚本ヤヨイ 
辻本久里子 當寺ヶ盛弘子 
冨田八重子 中井　眞人 
中西　準二 中松　由美 
中村由美子 楢崎真由美 
西村　正子 橋本　克彦 
橋本　信子 長谷川弥生 
畠山　正惠 阪東　啓子 
平田　律子 平山　典子 
福井　澄子 藤井　益美 
古塚　嘉宏 水野　洋子 
南　　明代 美納　了司 
三好　紀夫 宗行　孝江 
村上　英子 村上真千代 
物部冬太郎 安居千栄美 
柳澤　光枝 山口　鈴子 
山田　京子 山本貴美子 
横川　俊也 吉谷　光代 
吉田美千代

【和歌山県】 土井　國照
【徳島県】 中村　郁代
●福岡市会場

【山口県】 楫間　瑩子 
斉藤美智子 高下　初枝

【福岡県】 赤星　淑子 
東　　美紀 有吉佐和子 
伊井　秋子 池田久美子 
井上　純子 岩永くみ子 
江藤真砂美 大庭　政子 
奥園　末子 小田　祥子 
小野　文子 川口　正則 
川島　和子 河原　文子 

北島　裕美 窪田　信江 
久保田美和 高祖美智子 
郷田　妙子 是繁　政明 
齊藤啓伊子 佐々木一樹 
佐藤　ゆみ 塩川　玲子 
篠崎久美子 進　　初代 
杉本　勝則 髙倉　　清 
髙島まゆみ 竹嶋　功人 
田代　武寛 田中　節子 
棚木　友博 谷口　信男 
塚本不二子 辻　あつ子 
友清　啓子 永島　　薫 
中竹　　純 中西眞由美 
中本　征夫 名嶋美和子 
成瀬　幸子 西原　敦子 
橋本　康代 浜地　敏弘 
林　トヨ子 久松　宜子 
日高真紀子 廣石かおり 
藤木恵理美 藤崎　博美 
松尾　清二 松尾　良子 
松田　寿子 水城　節子 
宮田恵美子 メリ アンドリュー 
本山　　恵 山口　絹子 
山口美保子 横尾　光生 
淀川　孝造

【佐賀県】 江下レイ子 
大澤美枝子 重松由利子 
田辺　郁夫 藤　笑美子 
松藤　春子

【長崎県】 内野真佐子 
久保健一郎 佐藤　葉子 
澤村美和子 髙谷　　栄 
髙谷　記史 竹下　英子 
村田　良美

【大分県】 赤嶺　由紀 
有永真理子 小野　幸子 
柏　　德子 河野こずえ 
小池　博子 椎原ヨシヱ 
宿利　清美 永松　惠美 
中村美喜子 水口　真澄 
宮本　伸義 山村　邦夫 
山村　隆子 湯澤　愛子

【沖縄県】 喜友名茂子 
内藤　道江 仲宗根　修

●札幌市会場

川瀬　京子 菊池早智子 
北嶋美保子 工藤　　操 
小松　雅治 齋藤ゆみ子 
斉藤　若子 佐々木愛子 
佐々木郁子 佐々木　正 
佐々木照子 佐藤　　進 
鈴木アイ子 高橋　順子 
武田佐枝子 武田多鶴子 
多田　紀子 千葉　憲友 
寺尾　幸子 仲川　健一 
長谷川陽子 畑山　富子 
樋口あつ子 堀井　芳子 
松井　秀夫 最上扶美子
●山形市会場

【山形県】 菅　　貞弘 
木村　武機 須貝美智子 
須藤千代子 平　カヤノ 
山岸　裕子 山口　弘美 
横尾　　強 吉田美智子
●福島市会場

【福島県】 植木　正明 
歌川のり子 遠藤惠美子 
大島　恵子 鎌田ヒロ子 
今野　和子 佐藤　栄子 
三瓶きい子 渋谷眞由美 
髙野　一美 奈良部洋美 
蓮沼　幹子 早野三重子 
引地　悌二 平田　英生 
宗像由加里 山下　健次 
渡部　眞一
●鹿沼市会場

【栃木県】 赤羽　秀子 
阿部　文子 天野　正宣 
石澤ヒロ子 石田多美子 
石原　　昇 上澤　光子 
大槻　　馨 小川　恵子 
小日向洋子 柏瀬　守男 
亀田　央子 川上　弘子 
岸　　秀亮 小林　和子 
桜井　基裕 下山千代子 
杉山いく子 曽川　直美 
武澤カツ子 谷　　和子 
古澤　雅人 宮嶋　春奈 
回谷　文子 山田　茂夫 
渡辺　伸子
●高崎市会場

【群馬県】 藍澤　和夫 

初段段合格者

【北海道】 飛鳥井志津子 
犬養かおる 蝦名　幸恵 
遠藤　結実 大川　幾子 
岡本三枝子 奥野　嗣之 
勝田たまき 木川　誠一 
久保田博樹 竹田　　眞 
田中　孝幸 田中由美子 
辻脇由美子 中條　順子 
蓮池　典子 原　　正幸 
平沢　智美 藤田　亮子 
古山喜美子 増田　　敦 
山田久美子 山田ふさえ 
山本　利雄
●青森市会場

【青森県】 飯田眞理子 
五日市　勉 伊藤　陽子 
大向　幸子 長内千恵子 
菊池マサ子 下山　明子 
関根　哲夫 竹内てい子 
中岫　涼子 永澤　幾子 
中村　　歩 野呂　剛司 
藤原多津子 森　　優子
●仙台市会場

【宮城県】 伊藤　　昇
伊藤　洋子 薄井　憲明 
浦上　則子 遠藤千賀子 
小山　陽子 折本美喜子 
柿沼　賢弘 片平　恵子 
加茂由美子 北村　巳代 
熊　　正子 小宮裕見子 
佐藤あや子 島津喜利子 
菅原四季枝 鈴木　久子 
髙木えり子 高木　年雄 
髙橋　孝子 髙橋はる子 
髙谷　正弘 武内　桂子 
田生　弘子 槻田　良一 
藤田　智子 堀田　　琢 
松浦　　登 嶺岸　典子 
村上　キヌ 目黒　郁子 
藪田　隆司 山田　孝夫 
渡会　兆子

【埼玉県】 田中　知子
●秋田市会場

【青森県】 奈良岡恵見子
【秋田県】 阿部　弘子 
大畠　京子 小原　勝明 
柿崎　幸子 鎌田　敬子 



宮林勢津子 宮本　知子 
毛利東洋枝 森田　麻実 
柳川　洋子 山口喜一郎 
山中　克彦 吉川　正二 
吉村　　晃 渡辺　　隆
●新潟市会場

【新潟県】 相田　紀子 
赤野　翔子 阿坂江身子 
阿部千佳子 井口　　博 
井口　康子 石井多佳子 
伊藤　尚子 今井　峰夫 
臼木　敏一 大町　亜也 
大湊ユリ子 小川　文江 
金勝　哲夫 河合真理也 
木津ナリ子 栗原　優子 
解良　洋子 小山　信子 
佐藤　愛子 佐藤　富希 
鈴木　昭次 関川八重子 
関　　房子 坪内　　務 
中野　敏子 長橋　洋子 
布川みゆき 生野　葉香 
長谷川恵子 星野　照男 
松沢　君子 松野恵利子 
丸山加代子 山家　正子 
山田　幸子 吉田　　茂 
渡辺　洋子 渡部　房子
●甲府市会場

【山梨県】 赤塚　弘夫 
猪股　幸江 井花　　清 
井花みち代 大場　光子 
春日　静子 川口富貴子 
河鰭　幸子 窪田　弘枝 
栗山　貴行 小泉ゆう子 
志賀眞智子 清水　圭子 
清水さゆり 清水　鶴江 
杉田　幸子 関口　恵子 
滝下　幸子 津金　孝子 
名取三枝子 橋本佐智子 
向井　博美 若林恵梨香
●長野市会場

【新潟県】 内藤　静江 
内藤　隆司 羽賀　　正 
保坂　久代

【長野県】 井口ひろ子 
市川　公子 井原　律子 
大島　佳子 小口　伸子 
小澤　絹子 小野　豊子 

折橋　玲子 上島二三子 
神原かずみ 菊池　典久 
倉澤　伸夫 郷津江梨子 
小林　園子 小林千恵子 
笹井ふき子 佐々木美千代 
嶋津　正喜 住吉　すみ 
田中　菊美 東條　和子 
永井久美子 中島　良子 
中條千代子 西江富士子 
野村ゆか里 平井　早苗 
藤井惠美子 藤原　京子 
藤原しず子 前川由美子 
増塩むつみ 三澤加代子 
峰村　　寿 宮沢　幸子 
村田　香織 守屋みどり 
横尾　浩美 横谷貴美江
●富山市会場

【富山県】 井山　陽子 
浦野久美子 上嶋　一嘉 
大村　幸子 大家　慶子 
岡崎安津子 黒田　義信 
慶伊　敏雄 上坂　文夫 
白川美枝子 杉田　敬子 
髙塚美代子 高橋　　勤 
宝島　幸子 谷　　遵子 
長谷　秀子 林　美恵子 
藤島千惠子 牧田　惠子 
水上　礼子 森川　和代 
安井久美子 吉田　和子

【石川県】 岡田　　孝 
田中　陽平
●金沢市会場

【石川県】 河口　朝子 
川口　茂良 北　　民子 
木村　一嗣 雲井　美好 
田中由香里 坪井　利子 
中山　明美 西﨑　雅芳 
藤農　郁美 二木　久江 
守　八重子
●越前市会場

【福井県】 加藤　信江 
児泉　悦子 酒井　彰子 
阪井奈里子 南部　眞澄 
松田　良一 水谷二三枝
●藤枝市会場

【静岡県】 青木　雅子 
荒川　正志 飯塚　敏江 

藍澤　房江 青柳　昌代 
池田　和幸 石川　康二 
岩丸さなえ 大木佳保里 
大澤ヨリ子 笠原　久夫 
金井トモミ 金井　　稔 
兼子　栄子 河原　敏子 
喜楽　里美 桑原ひろ子 
小板橋敦子 髙野　勝征 
齋藤　栄子 齋藤　冷子 
佐藤　道代 須田　博 
高田　賢三 高橋　蘭子 
田中まち子 谷越　浩江 
知古嶋　勲 長澤　洋子 
西川　早苗 信澤由美子 
畠井　秀二 原田ルリ子 
平岩　春雄 深作　由紀 
藤井　依美 松田　正子 
松橋由美子 宮﨑三枝子 
山崎　泰男 吉田千鶴子 
吉田ひろみ

【埼玉県】 新　　好子 
石田美智子 伊藤　征江 
腰塚　芳美 長沼千代子 
和田裕千代

【長野県】 森済冨美代
●水戸市会場

【茨城県】 安　ちか子 
石　千津江 岩間　信男 
遠藤　恵子 大澤　俊雅 
太田　圭代 上倉　修一 
小林　健藏 齋藤　　久 
齋藤美智子 坂巻ひろみ 
桜井　房夫 島岡　孝行 
島崎末映孔 菅原　　明 
髙橋　昭子 塚本　光子 
寺島　圀子 藤代　孝子 
藤村恵美子 前田　美佳 
水谷小百合 薬袋　　泰 
宮武　孝子 宮本　邦男 
矢口　幸子 山口　芳子 
渡辺　　毅
●綾瀬市会場

【埼玉県】 峯田　久江
【神奈川県】 相澤　穗臣 
青木あゆみ 青木　容子 
赤平　　誠 有村　純子 
飯田まさ美 猪狩加津美 

石井ナツ子 石川　千浪 
石塚　　洋 伊藤ツヨ子 
伊藤　泰博 稲津　充子 
宇井　礼子 植田　純子 
臼井　良枝 内田ますみ 
大津　眞幸 大沼　文子 
大村　克子 小川惠美子 
越智　典子 鬼形　政次 
尾上　房代 小野寺修二 
加賀谷道雄 葛西由美子 
加島　恵子 加藤紀美江 
金子　侊信 上川畑和美 
川崎　　香 川端　悠昭 
神田　京子 菊地原健二 
国枝美三子 粂　美佐子 
小杉知津江 後藤志津恵 
後藤　芳春 小松　愛子 
小松　充惠 坂口　孝道 
坂倉眞知子 佐藤　朝子 
佐藤　国恵 佐藤　倫子 
佐藤　久枝 佐藤　　誠 
志賀　義昭 品川　智子 
清水　千鶴 志村　禮子 
下田紗紀子 白子　幸子 
城山　京子 菅原由美子 
菅原眞佐雄 鈴木　孝子 
鈴木　典枝 鈴木　雅子 
清家　文江 瀬川　敬司 
関根　章世 副島八重子 
十川　孝子 髙野　始子 
竹居　博子 田島　雅博 
田中　正和 谷藤　慶子 
塚田　圭子 築山　圭子 
對馬エミ子 土岡美千代 
坪野　文子 遠山　悦子 
豊田　　裕 中島　純子 
中村　和紀 中村　幸子 
中山　　博 西戸　君子 
二宮ナカ子 長谷川眞澄 
引山千鶴子 姫野　康子 
平島　　香 平本　富雄 
廣瀬千惠子 福田　文代 
福地　綾乃 藤木　潤一 
藤田恵美子 藤原ミツエ 
布施　和子 古垣　圭一 
星野　啓二 松原　式子 
三宅　春久 宮崎きよ子 



石井志げ子 岩下　幸子 
内村　寿男 大橋いく子 
押尾　正子 影山　幸広 
加藤　恵子 加藤　紀如 
金子　初江 河島　直子 
窪田　康子 齋藤　幸惠 
坂井　　昇 酒井　和美 
坂田記久枝 佐野恵美子 
篠宮　明子 清水　　隆 
志村　安江 杉村　恭子 
鈴木　秀子 鈴木ひろみ 
田井むつ子 高部智恵美 
田中　昌恵 寺内　　栄 
寺田千恵子 野仲　叔子 
橋本　政美 長谷川加津子 
長谷川三十司 濵田　　強 
彦坂　尚信 平田　貴子 
廣瀨　麗子 深谷さだ子 
藤澤　恵子 牧野　洋子 
松平　芳子 宮村　君子 
村岡　　槇 村松　淳子 
望月　和子 望月　圭子 
望月　雅子 元水　健一 
山口　秀夫 渡辺なほみ
●名古屋市会場

【愛知県】 石下美奈子 
小野みどり 片岡　洋子 
加藤　愛子 城處　道子 
近藤　美紀 斉藤　康子 
佐藤　友子 杉藤　一子 
竹田久美子 中西　生枝 
中村　鏡子 丹羽　由季 
野村　俊夫 林　　早苗 
平松　俊夫 山田　京子 
山本　靜子 吉川百合枝
●津市会場

【三重県】 泉　　恵子 
板倉麗美子 市川　昌子 
大沢　賢司 垣本みさ子 
川合　孝子 北林　俊秀 
木下　順子 木村　満夫 
桜井さだ子 櫻井　　量 
鮫島裕美子 澤野　典子 
鈴木　園美 西村　悦子 
平山　升男 福本　律子 
松島　正和 松宮　　弘 
水谷　啓子 水本真喜子 

山崎八重子 柚木　進子 
吉直多美子
●各務原市会場

【岐阜県】 青木　明子 
青木　栄七 荒川　聡子 
石井　也子 市橋　洋子 
伊藤　　稔 今井　美子 
宇佐美美恵 臼田　大造 
大橋久仁子 奥村　満子 
笠井　久子 勝山　由紀 
加藤　啓子 釜屋　茂美 
川上　　功 神崎　公博 
記野　敬子 木野村みどり 
興梠　律子 近藤　真盛 
荘加八千代 鈴木　俊文 
鈴木ゆみこ 髙橋　桂子 
谷口　千鶴 中島　良次 
野村　治美 吹原ちず子 
藤井　洋子 藤井　美子 
札場　秀樹 細江　節子 
水口佐代子 嶺川　千秋 
村田　　力 持田千恵子 
望月　玲子 森本　孝幸 
安岡　賢子 山本理恵子 
若園　綾子 和仁　省三
●野洲市会場

【滋賀県】 浅川　公子 
上原　博子 加藤伊佐美 
上柳みさ子 田中チエミ 
谷　　文代 辻村　優子 
堤　　聖栄 外山知津子 
永野　保江 成宮　静子 
野﨑　茂子 初田　　浩 
平田　真弓 福井江津子 
保木　晴子 松村　　瞳 
山口　由美
●京都市会場

【京都府】 内海　　敏 
大谷　美鈴 大塚美代子 
奥野　米子 小塩美智子 
澤田裕美子 瀬津　良子 
田頭　夏子 角田　浜子 
利根千賀子 中田　京子 
中村美和子 西村啓惠子 
萩山　照子 菱田百合子 
藤井　陽子 藤本　晴代 
堀　扶美子 松中　廣見 

南　けさ代 三宅　里美 
村田キヨ子 山本　愛子

【兵庫県】 谷垣　容子
【奈良県】 木村　利生
【福岡県】 林　　和子
●大阪市①会場

【富山県】 筆谷　京子
【大阪府】 赤枝　　幸 
安藝美千代 浅沼佐代子 
安達　敏夫 雨堤　美幸 
粟野　秀代 生田　裕美 
池内　督子 池上未斗吏 
池側千賀子 池之元啓子 
井竿　聖德 石川登貴子 
石倉千賀子 石田　節子 
伊藤　敏子 井上　恵子 
井上　昇吾 岩﨑　和美 
上野　瑞榮 上野　葉子 
後　冨美子 内山　康彦 
老田　良江 大橋　昌子 
岡田讃次良 岡田　雅子 
岡村　義一 岡本五十鈴 
岡本恵里子 加藤　妙子 
金森　陽子 金谷　和子 
鎌田　　一 川口　英子 
川田　悦子 貴島　純子 
喜多　文男 木村加代子 
金　　英子 蝼川内栄子 
小澤　恭子 五藤みつ枝 
小松　恵子 近藤　紀子 
酒田　一美 佐藤　隆子 
佐藤　陽子 柴田　哲夫 
島村　良子 清水美知子 
下高原悦子 吹田　滋子 
末崎八重子 関川　健一 
髙井　慶治 髙雄千津子 
高木　時美 滝上あき子 
竹井　慶子 武村紀代美 
辰野　　幸 辰巳　良輝 
田村　邦子 津田　容子 
堤　　悦子 角森　要三 
寺西　莉莉 寺前　五郎 
塔岡　泰子 外山　和代 
中井　優子 中尾千代子 
中西美奈子 中山　麻美 
灘　　真弓 西川美惠子 
西村　　茂 西村友里子 

野上優美子 野坂其乃子 
畠中　正子 羽根　侑子 
濵谷　惠子 林　　　栄 
林　　溶子 東野美栄子 
平野三枝子 廣井　　泉 
藤井　美子 藤本　和子 
藤原　悦子 古庄　哲則 
前川　和久 前西　茂治 
正川　康惠 政野　正子 
三木　真木 三津　安子 
村松　文子 森川みどり 
森谷　和子 門田　郷子 
八尾賀代子 山口　公子 
山口　夏実 山﨑奈々子 
山下　正美 山中　宏允 
山本まゆみ 山元　美恵 
吉田　朋子 吉野　保枝 
吉原真紀子 渡辺冨喜子 
和田林寿子

【兵庫県】 花野　宏美
●大阪市②会場

【大阪府】 石川　義孝 
上田　寧子 大西　由美 
岡本　公子 川田　國博 
木谷すゞ子 金　　正明 
桐田　由喜 桑田　恭子 
小西　みほ 小林　康子 
坂口すみ子 坂田三八子 
佐藤　秀雄 白川　稔子 
末包美恵子 関屋　賢大 
髙倉　幸代 髙塚千代菊 
立石　眞秀 堤之　裕子 
坪田　敬子 波間美知代 
根岸堅太郎 長谷　啓子 
畑橋　功久 繁澤　敏子 
日之内美津子 深谷　節子 
藤田　伸枝 藤原　裕子 
昌原　文子 桝谷　洋子 
桝田　　寛 桝田美代子 
松下　杏子 松田　美雪 
松村　史子 源　　和代 
三宅　吉祥 向山美代子 
山崎　慶子
●西宮市会場

【兵庫県】 浅木　幹夫 
浅中　静子 有安　光子 
碇山　基嗣 碇山八重子



井口　　進 石丸　安子 
板垣　　徹 市橋　弘行 
上田　悦造 種田　育男 
岡田　幸男 小河　　滋 
奥間由美子 尾崎三枝子 
勝又　榮子 金田　久恵 
川上真理子 川原　和彦 
川村　英子 川本　早苗 
岸本　和也 岸本　雅子 
北尾　博子 栗山磨由美 
黒田　町子 児島　敏子 
坂上　礒治 作野　文子 
佐竹　　香 定永　　久 
佐藤　　昭 佐藤　國博 
佐藤ミヨ子 塩見美喜子 
篠原　義夫 菅原千江子 
鈴木　孝子 須藤由美子 
千賀　和子 仙﨑すみ子 
田窪　悦子 竹中　　仁 
多田　令子 田中かをり 
田中　妙子 田中美由紀 
谷口喜美子 玉田梨恵子 
寺原　正美 栂井　典子 
德岡　和憲 冨田　和代 
中内　陽子 長江　　豊 
中田　絵里 長畠トヨ子 
生尾　卓子 西中　廣子 
西元知恵子 西山あき子 
長谷川辰江 浜口　澄子 
原田　　恵 春井　良雄 
比嘉　章泰 平田　時江 
福井真由実 福美　智子 
藤島　絢子 藤淵友美子 
藤本　由美 藤原あさ子 
布施　和子 古元　明美 
星倉　悦郎 堀内　恵子 
前岸　和子 前田　君江 
松尾谷惠美子 松永　和子 
松葉　博明 松原　則子 
松本　朱実 道端　　實 
森　　正人 森本みつ子 
森脇　千晶 諸麦　伸子 
安平　八永 薮井　靖子 
山口　　明 山根美智子 
山本　珠美 若井　重子 
若宮聖治郎 鷲尾　浜子
●奈良市会場

【奈良県】 池邊　信雄 
岩上　尚代 岩橋　宣禎 
上森　克子 菊田　靖子 
黒野　美鈴 木稲　英俊 
小林　佳子 五味　義晴 
新塘　良子 角倉　千景 
芹野　恒代 田河真知子 
辻本　清美 西森　清美 
服部　克博 林　貴美子 
平井　憲子 深井　澄子 
藤森　和子 藤森　孝英 
松居　千恵 松田　　廣 
村田　知子 山本多規子 
山本真知子 和田　道子
●和歌山市会場

【和歌山県】 江川　信夫
岡崎　　愛 岡本　有夏 
小川矢壽子 川島　和則 
川端　和子 北村　智啓 
酒井　昭代 田中　秀夫 
谷畑美智代 中谷　文代 
名畑　　薫 南部　征男 
野村　享子 野村　正広 
保坂恵美子 山下　衿子 
山出　明紀 山本喜久子 
山本　信子 山本のりこ
●鳥取県北栄町会場

【鳥取県】 石原トシ子 
沖　　早苗 奥田　留美 
小林　秀子 島田　正通 
砂子　菊子 高野　純子 
常包　知秀 松下　明紀 
山根　邦子
●山口県下松市会場

【広島県】 勝谷　知子
【山口県】 糸永　由紀 
衛藤　順子 小林　君江 
斉藤　初恵 竹村　信子 
田丸　潔子 中嶋　幹夫 
長弘満里子 野村　和子 
畠中　泰榮 原澤奈穂子 
古沢美佐子 松井　俊生 
南　　節子 森脇　哲子 
山田　隆郎 山近真由美 
山中　睦子 山根　京子
●高松市会場

【香川県】 石原　美佳 

大井理恵子 龍野　敬子 
森　　裕美
●徳島県松茂町会場

【徳島県】 岡田　亜古 
笠野　園栄 川人　　香 
齋藤　直子 福田　梅子
●松山市会場

【愛媛県】 髙市　清則 
高野　禎子 西山　一郎 
矢野美也子
●高知市会場

【高知県】 小松　美和 
竹村美智子 冨田　政廣 
中島　文子 弘田　和子 
山本　加代
●佐賀市会場

【佐賀県】 市丸　悦子 
糸山　淑子 井上　　章 
今村　靖代 草場八千代 
小島　芳枝 酒井　真理 
竹下真奈美 永田ツルヨ 
松尾美智子 弥永真由美
●長崎市会場

【長崎県】 内野　則子 
惠美　智美 大川内慶子 
鴨川　武光 川下　敏雄 
北御門由紀 楠本千津子 
古場三代子 小原美加恵 
小松屋浩子 今　ユキ子 
鈴木アキエ スペンサー ブライアン 
早田　博子 髙橋美恵子 
田中　道子 塚本千賀子 
豊川マサ代 永田　とよ 
野村　秋子 野元　則子 
橋本さち子 久本シノブ 
福元　栄子 藤田　洽一 
松本　高枝 村越　玲子 
森谷　知子 渡辺　政喜
●熊本市会場

【熊本県】 安藤千代子 
今田　和美 金子　節子 
河野　公子 黒木　真弓 
坂口　暉英 坂本美佐子 
佐藤　サワ 島村　優子 
嶋本キミヨ 田中　文代 
中村　誠子 濱名由紀子 
原　　充子 藤本　範子 

外村のり子 星子　福代 
本田　信一 松尾　京子 
棟　　京子 村上由紀子 
山上　彰治 山中　　毅 
吉里　惠子 渡邊　信義
●別府市会場

【大分県】 安部　晴美 
小野　敦子 甲斐　和恵 
吉良フミ子 國廣　秀子 
後藤美代子 コモン ティエリ 
鈴木　ちさ 園田　一彦 
髙井　武治 高木みさを 
高屋　和子 土屋　和子 
時枝　則子 長岡千津子 
長野カヨ子 長棟めぐみ 
西　　貞子 畑山　英子 
藤澤　京子 用松レイ子 
森　　德光 渡辺かすみ
●宮崎市会場

【宮崎県】 川﨑　裕三 
久峩　良修 中川　陽子 
畑中　　悌 服部　悦子 
浜砂　三種
●鹿児島市会場

【鹿児島県】 秋野　伸江 
石田　壽惠 内田　慶子 
内原　光代 鵜山　泰詳 
大寺　勝己 仮屋　幹雄 
川崎美恵子 川﨑　優子 
川路代志子 窪　　孝一 
後藤智惠子 酒匂　博子 
鮫島　祥江 田尻　夏子 
田中　　優 鶴西多恵子 
生井澤由美子 山下ふくみ 
豊　　英子 横山百合子 
四元　克男 和田くみ子
●那覇市会場

【沖縄県】 新垣トシ子 
伊波美智子 伊禮　健太 
我喜屋典子 喜納兼次郎 
幸地　永子 瑞慶山秀子 
高良美智子 照喜納八重子 
當眞　　進 徳里　恵子 
渡名喜由紀子 長濱　和子 
諸見里惠子 吉本せつ子




