
公認Ａ級指導員

●北海道武術太極拳連盟
 佐々木佑子
●青森県武術太極拳連盟
 須崎　裕子
●岩手県武術太極拳連盟
 小原　正代 佐藤　裕子  
 附田和歌子
●宮城県武術太極拳連盟
 西成田八重子
●秋田県武術太極拳連盟
 佐々木ゆかり 佐藤　君代  
 高橋　悦子
●山形県武術太極拳連盟
 五十嵐京子 伊藤美枝子  
 寺内　京子
●福島県武術太極拳連盟
 中込　保子 宗像　節子
●茨城県武術太極拳連盟
 小川　恵理 佐久間圭子  
 平　ナミヱ 中川　昌子  
 三島　正子
●栃木県武術太極拳連盟
 伊藤　昭子 君島　惠子  
 高尾ウタ子 髙山　公子  
 萩野谷芳江
●群馬県武術太極拳連盟
 青木　貴史 石内　正宏  
 田村　千鶴 原　　尚美  
 茂木　俊子
●埼玉県武術太極拳連盟
 井田　智子 浦川美佐子  
 菅野久美子 杉田　　清  
 田母神洋子 萩原ふみ江  
 広司　芳子 古田　　望  
 吉野　佳子
●千葉県武術太極拳連盟
 金井留美子 桔梗　信安  
 菊池千惠子 齋藤富美子  
 佐々木喜美子 須田　清次  
 内藤美智子 早瀬眞知子  
 吉田　健允
●東京都武術太極拳連盟
 明石いつこ 荻島　初子  
 金川　和美 岸本　　徹  
 佐藤由起江 竹内　律子  
 俵谷　正夫 俵谷眞佐子  
 土屋真由美 野口　清美  
 笛木　一雄 福澤　里香  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

増岡美奈江 山田　ヒロ  
渡辺　節子

●神奈川県武術太極拳連盟
糸　由美子 江藤　路子  
奥　登代子 鈴木　京子  
鈴木久美子 種田起三子  
中村　容子 長谷川あつみ  
本望　哲男

●新潟県武術太極拳連盟
川原　聖司 小日向松子  
佐藤　康雄 髙橋千恵子  
髙橋美恵子 田村　ユキ  
中川　春美 中沢紀代美  
藤ノ木良子 丸山　時子  
目黒　忠一 吉崎　英喜  
渡邉　安子

●長野県武術太極拳連盟
髙木久美子 高橋　桂子  
瀧澤貴美子 富田千代子  
那須野二三子 深澤すみ子  
前島ひとみ 鷲沢真紀子

●富山県武術太極拳連盟
能登　初枝

●石川県武術太極拳連盟
小嶋　清勝

●福井県武術太極拳連盟
尾野　忠男 河野　信子  
高村　昭子 松村　道子  
矢島　紀子

●静岡県武術太極拳連盟
柏木　和子 河合　福子  
白砂　喜子

●愛知県武術太極拳連盟
落合規予子 川俣美陽子  
祖父江久美子 深津　伸子  
福島　又子 渡辺こずえ

●三重県武術太極拳連盟
下里　訓子 平林　敏美  
藤田　　舞 山田　洋子

●岐阜県武術太極拳連盟
足立とみ子 服部美和子

●滋賀県武術太極拳連盟
福島　法子 福島　好伸  
森本　　純 由利　恵子

●京都府武術太極拳連盟
石田　洋子 井出　雅子
谷村　淳子 宮川　昌美

●大阪府武術太極拳連盟
 大畑　美和 大原　昭子  
 奥田　敬子 岸川　国芳  
 吉條しぐれ 木原美代子  
 熊取谷貴志子 熊本　洋子  
 倉本　芳廣 小林真以子  
 阪上　淳孝 嵯峨崎珠美  
 庄司　容子 田儀　光子  
 武隈美栄子 田中　美子  
 田渕奈央子 田村美奈子  
 丹川　松子 近澤　完子  
 中条　早苗 古谷　能明  
 細川　桂子 三島　恒子  
 宮本　廣子 森岡　みな  
 山口　正子 吉田みさほ  
 吉田　由美 吉村　順子
●兵庫県武術太極拳連盟
 秋山ひとみ 敦見るみ子  
 入江美千江 小笠原裕美  
 岡村　豊子 小田　妙子  
 勝又　千惠 金丸　玲子  
 鎌田　良子 河原田円三  
 土谷　喜英 西谷　幸代  
 廣谷　道子 福光　知子  
 政岡　ゆき 宮浦　春美  
 山上三枝子 山崎　祐子  
 豊　喜久恵
●奈良県武術太極拳連盟
 小林　節子 中山　智子  
 細川美津子
●和歌山県武術太極拳連盟
 南出　利恵
●島根県武術太極拳連盟
 宇佐美菜穂子
●岡山県武術太極拳連盟
 内田　成子 楠戸　政子  
 福田　和子
●広島県武術太極拳連盟
 伊藤真由美 慶徳真由美  
 谷口　邦子
●山口県武術太極拳連盟
 藤森久美枝 村本まさ子
●徳島県武術太極拳連盟
 柴田　　史
●福岡県武術太極拳連盟
 北村　直子 倉員　貞子  
 蔵元　和代 田代　礼子  



 都築　信男 萩尾　和子  
 廣瀬　純偉 舩津夫佐子  
 松田　房子
●熊本県武術太極拳連盟
 有働　真澄 川原佐智子  
 笹川アキエ 中原　隆夫  
 前田　美雪
●大分県武術太極拳連盟
 高倉　京子 南寿　頼子  
 波津久勝代 藤谷多枝子  
 吉用　和史
●宮崎県武術太極拳連盟
 甲斐　千里 村中千恵子
●鹿児島県武術太極拳連盟
 岡崎しより 緒方喜美子  
 禧久真理子 小平田義博  
 中薗　輝人 新原　昭子  
 新原　明美 馬場　照代  
 春山ナミヨ 日髙　礼子  
 前村　三子 牧野千鶴子
●沖縄県武術太極拳連盟
 宮良　信詳
●日本学生武術太極拳連盟
 加瀬　悟志 中谷　康司

●北海道武術太極拳連盟
 相澤　博子 小室　範子  
 辻　　文子
●青森県武術太極拳連盟
 伊藤千賀子 角田　　敦  
 櫻田　敏子 浜谷　玲子  
 松山　貴子
●岩手県武術太極拳連盟
 石田美津江 臼木　里美  
 齋藤　淳子 山口　衣枝
●宮城県武術太極拳連盟
 石垣　淳子 磯部　光子  
 及川　延子 鈴木　道子  
 村上かち子
●秋田県武術太極拳連盟
 石川　俊子 石橋千代子  
 伊藤　栄子 伊藤　礼子  
 木元　堯子 楠見　恭子  
 高橋　芳夫 林　みき子  
 原田　貞子
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●福島県武術太極拳連盟
 大槻志保子 加藤　好子  
 川勝　　伉 小林　良子  
 杉　　栄子 谷井かほる  
 伏見みつい 山岡　雪子
●茨城県武術太極拳連盟
 飯岡　待子 江本　富子  
 太田　悦子 小座間昌枝  
 金子　盛雄 笹原　智子  
 清水　春美 修　　振杰  
 滝　　和代 橋爪　清子  
 宮下　直美 目黒　恵子
●栃木県武術太極拳連盟
 大川　知子 島田　ふさ  
 長谷川悦子 水戸部睦美  
 山ノ井カネ子
●群馬県武術太極拳連盟
 今井　育子 薄波かをる  
 尾島　洋子 設樂　良江  
 高津久美子 高野　茂子  
 竹中　道子 田辺しず子  
 牧内　百世 由田　君代  
 渡辺　礼子
●埼玉県武術太極拳連盟
 赤阪美和子 秋田佐喜子  
 荒井さつき 岡村　朋子  
 忰田　幸彦 加藤　和枝  
 金光　恵子 川邊　雅絵  
 小山　修正 佐藤　伸一  
 柴崎　重雄 島口　一利  
 須賀きよ子 鈴木　治郎  
 関根　麗子 高橋あけみ  
 高橋　光子 髙橋　洋子  
 武田美智子 富沢富美子  
 中村　純子 新居サチ子  
 根岸　唱治 深浦ヨシ子  
 福武美意子 古川三恵子  
 堀　　愛子 松田　由美  
 持木　玲子 吉田　和子  
 吉積　　彰
●千葉県武術太極拳連盟
 井迫　　棗 板橋　京子  
 大本由美子 角谷佳代子  
 片岡　章子 小谷真佐美  
 城後　妙子 鈴木　久子  
 高岡美智子 寺尾　加玲  
 戸井田百合子 内藤　澄子  

 中岩　義就 夏井　春夫  
 西川　富代
●東京都武術太極拳連盟
 浅原　博子 石塚　雅章  
 乾　　聖子 大平　弘子  
 小笠原加弥子 岡本　　敦  
 甲斐　由樹 勝俣　初江  
 金久保和子 狩野　雪代  
 後藤百々代 小西　幸子  
 小山　悦子 齊藤　千賀  
 佐藤　碩彦 志賀　文代  
 清水美津江 釈囲　秀明  
 真造　妙子 杉本　公代  
 髙島　和恵 高橋　智子  
 髙橋　芳子 中野　勝夫  
 野吾　紀子 笛木　洋子  
 福本　裕子 藤木じゅん子  
 前田　治子 持丸　康子  
 山崎　利恵 山田　晃代  
 吉澤　栄子
●神奈川県武術太極拳連盟
 安部　幸代 天野　　光  
 石部　惠子 岩田　純子  
 江口みゆき 及川　君江  
 大須賀節子 小泉　良子  
 河野　桂子 小林　歩妙  
 斉藤　　聖 佐々木征子  
 佐々木みちよ 佐藤　喜恵  
 菅原　晶子 鈴木登志子  
 高橋　敦子 高橋　　長  
 田口　靖子 田崎　弘子  
 多田　　傑 田中　利夫  
 田中　　曻 谷山　英子  
 中野　淳一 日吉エリ子  
 星野　元子 三浦すみ子  
 三橋　軍司 三橋　玉恵  
 箕輪美知子 山﨑　和代
●山梨県武術太極拳連盟
 泉　　園枝 田代　初美  
 手塚　享子 中込　京子  
 中島　和男 長塚きみ子  
 前嶋　一恵 山田惠美子
●新潟県武術太極拳連盟
 青山恵美子 明間　隆子  
 安澤　公子 安藤　瑞恵  
 石﨑千惠子 磴　　邦子  
 岩﨑　隆夫 内山久四郎  



大平　君子 小柳　　実  
川﨑　良子 川邊　明美  
小杉　和子 小林　正人  
斎藤　昭夫 坂井　由信  
鈴木　民代 竹之内結子  
田村　久子 坪谷ひろ子  
中川　郁子 藤田久美子  
古井　照代 松本　陽子  
森山喜久男 吉川　ヨシ

●長野県武術太極拳連盟
伊藤菜穂子 齊藤千恵子  
塩川会津子 諏訪部吉枝  
中川　貞子 宮田　久代  
矢澤美佐子 米山　孝子

●富山県武術太極拳連盟
荒木　恵子 新庄　典子  
橋本　裕子 林　千鶴子  
山崎　美里
●石川県武術太極拳連盟
飯田　一美 江村真梨子  
下中　順子 滝川　玲子  
谷本　恭子 戸谷きみ子  
宮村　幸子
●福井県武術太極拳連盟
池田　千鳥 野村　時子  
樋田　明美 矢野美代子

●静岡県武術太極拳連盟
石塚みのり 伊藤八榮子  
内田　町子 大川　　恵  
勝間田公子 狐塚　清次  
斉藤　妙子 佐々真由美  
清水　道子 杉村ひろみ  
轟　　久子 中村　満子  
成瀬　達也 丹羽たけ子  
長谷川浩子 村上　久子  
山田三千代
●愛知県武術太極拳連盟
安部　道子 石川寿美江  
大西眞須美 加藤眞倫子  
神谷なみ代 長沢　康子  
野田　強美 野見山登貴子

●三重県武術太極拳連盟
伊藤　麻美 上村　恵子  
奥出真由美 小寺アケミ  
澤　満智子 髙浪　則子  
西井　純子 長谷川　正  
増井須美子 森本さだ子  

 山本　里枝
●岐阜県武術太極拳連盟
 近藤久美子 多田　勝彦  
 長江　揚子 那波　厚子  
 西川　明子 林　　順子  
 吉水　好子
●滋賀県武術太極拳連盟
 小林　浩子 中村由美子  
 西村美知子 二口　綾子
●京都府武術太極拳連盟
 稲垣　雅子 北村　広美  
 黒田　広子 田中真紀子  
 西井砂智子 山本　育実  
 山本真理子
●大阪府武術太極拳連盟
 阿河　佳子 荒木　奈美  
 有明けい子 井上　俊子  
 岩田　　秋 得平　　晃  
 大島　和枝 片山　誠治  
 金田　勝子 河原　　隆  
 川原田康代 國上　倫子  
 黒川　章子 紺谷恵美子  
 阪田　耕次 坂出　健二  
 坂元アヤ子 坂本　泰造  
 佐藤　典子 清水　壽満  
 杉村　澪子 髙尾　康廣  
 竹中　純子 田中久美子  
 田中　　登 寺田やす子  
 徳田　光雄 中本　幸子  
 西岡能冨子 西田　妙子  
 橋本　　明 羽原　公子  
 平井　豊征 藤縄加代子  
 本城　倫子 前田　典子  
 前田冨美子 松本　文香  
 三浦恵津子 森　さち子  
 安見佐智子 山崎　京子  
 山城　　哲 山本　義治  
 吉田恵美子 米井美津枝
●兵庫県武術太極拳連盟
 井上　　泉 井上　りえ  
 河合　　強 斉藤　直美  
 定松さとみ 菅井富美子  
 長野　達也 中山　哲行  
 西川　康子 早田　順子  
 藤原　耕一 藤原　恂子  
 宮崎　弘美 山口　芳子  
 吉岡　佳美

●奈良県武術太極拳連盟
 網島サク子 江島　佳純  
 奥　　昭子 綛田　正彦  
 小谷　治子 佐伯　弘子  
 三枝　安子 塩地　幸子  
 登坂寿美代 中垣内恵美代  
 中須賀美佐子 中山　未子  
 西岡　秀子 西澤　京子  
 平井　久枝 藤本　美也  
 前川貴美代 増井　紀子  
 光成みどり 守屋　宮子  
 吉田　雅子 吉村まり子
●和歌山県武術太極拳連盟
 井邊　悦子 栗原　登子  
 津村　洋子 西端佳陽子  
 本多　洋子
●鳥取県武術太極拳連盟
 一山　紀子 角　　和子  
 鷲見　洋子 寺谷　正史  
 中山　和子 西村　修一  
 古町　淳子
●岡山県武術太極拳連盟
 井上　達也 井上　美穂  
 小笠原智子 金山眞由美  
 髙橋マツ子 髙畑　秋子  
 髙原　和江 瀧口　澄江  
 戸田　敬子
●広島県武術太極拳連盟
 浮田　文子 江川　若実  
 大木　　豊 新谷奈穂子  
 鈴光　幸子 太刀掛妃布美  
 田村　久子 濱田　路子  
 森野　淳子
●山口県武術太極拳連盟
 井上　久子 山本　淑子
●香川県武術太極拳連盟
 岩﨑　良則 植村さとみ  
 熊本　和代
●徳島県武術太極拳連盟
 赤川　正男 赤川美津代  
 四宮美恵子 二宮　郁代  
 吉田　新子
●福岡県武術太極拳連盟
 内田　　作 大庭　明美  
 菊池美保子 古賀ひろ子  
 坂田　　昶 島　　一弥  
 田中左知代 筒井　京子  



 堤　　玲子 鶴田　雅晴  
 東木　勝治 中野なをみ  
 中村　征治 仁木イク子  
 西原　茂子 西原　廣治  
 早樋満智子 原田久美子  
 宮原喜美子 森　　淑恵
●佐賀県武術太極拳連盟
 石﨑　好子 大石　廣二  
 中島　清子 松嵜　栄子
●長崎県武術太極拳連盟
 森　美恵子
●熊本県武術太極拳連盟
 上田　律子 川田真規子  
 阪本　雅子 髙田　裕子  
 冨田　智子 東山　静代  
 前川　鈴子 吉里イサホ
●宮崎県武術太極拳連盟
 増井　白子
●鹿児島県武術太極拳連盟
 入佐ななみ 亀田ヒロ子  
 禧久　恂子 久木田久美  
 田口　純子 永田　尚子  
 濵園　周子 原口　　典  
 松比良美津子 宮園　龍子  
 吉留　美香
●沖縄県武術太極拳連盟
 玉那覇ヨシ子 比嘉　愛子

●北海道武術太極拳連盟
 菅原　章代 原田美智子  
 松原　優子 村上　佳子
●青森県武術太極拳連盟
 石橋　厚子 海上　静枝  
 奥野　恭子 工藤　敏子  
 種市　平治 中野　たづ  
 前田　嘒子
●岩手県武術太極拳連盟
 稲葉　利勝 菊地　貴子  
 後藤佳保子 佐々木英子  
 佐々木利一 中村　恭子  
 沼倉　規子 野中　広治  
 橋本　志保 八戸由美子  
 福島　純子 渡邉　修司
●宮城県武術太極拳連盟
 岩佐　スエ 遠藤　茂子  

公認Ｃ級指導員

 門馬　照子
●秋田県武術太極拳連盟
 京極真由美 佐々木香代子  
 早坂　和美 日諸イマ子  
 藤井　龍子 保苅　美雪
●山形県武術太極拳連盟
 浅野目美惠子 
●福島県武術太極拳連盟
 安瀬　幹子 大平　敏恵  
 齋藤喜久子 荘司　　允  
 髙橋　　昇 森　　和代
●茨城県武術太極拳連盟
 大塚　充代 栗山　健司  
 佐藤　将道 佐藤みどり  
 柴崎　弘子 菅野　真優  
 菅原彦四郎 鈴木　威宣  
 滝田　文子 成田ヨシ子  
 長谷川　清 藤枝　純子  
 本多　洋美 八木孝一郎  
 安　　敏明 山口美保子  
 若林　徹司 涌井とし子  
 和田　　至
●栃木県武術太極拳連盟
 青木　悦子 鈴木ヤス子  
 村上　正子 村田　恵子
●群馬県武術太極拳連盟
 赤石実恵子 飯野まさみ  
 池原　晶代 宇田　貴子  
 大滝安寿子 小川　清子  
 加賀宮佳子 小沼　洋子  
 酒井　柳子 櫻井　昌子  
 佐藤　清美 菅田　斌之  
 髙山　和枝 武井　　稔  
 外山　信子 長沢　光代  
 羽田　福栄 林　　早苗  
 堀米　昭義 村田　澄夫  
 山岸　洋一 湯山　雪乃  
 横溝きみ子 若林　重雄
●埼玉県武術太極拳連盟
 新井　正巳 内山マサ子  
 岡野　文江 川崎　彩子  
 菊池奈穂子 久米由紀江  
 桑原ユミ子 佐々木明美  
 島﨑　重夫 嶋村　道江  
 神力トキ子 杉田　玲子  
 杉原　篤子 須藤美知代  
 関根　文博 髙山　重行  

 立石　絢子 田村　宏子  
 戸田　晴美 外谷　憲子  
 中島　明男 生井　明子  
 根本　智井 野沢　廣子  
 平野みつ江 福田美代子  
 藤井　波子 村井　恵子  
 茂木　賢二 安田 　和江  
 山田　祥子 若野　博喜
●千葉県武術太極拳連盟
 浅川美代子 蘆名　　武  
 石井　清美 石井　玲子  
 大草　幸枝 笠井　利子  
 川﨑　歩美 木津　幸恵  
 小林　　茂 小原かおる  
 佐藤　文枝 佐藤三喜男  
 関本　宣子 髙柳　尚義  
 田中　和美 谷口文美子  
 津田しげ子 津田　裕實  
 土谷　明彦 出羽　栄勇  
 中嶋加奈江 長塚　　猛  
 野間　和江 福本かおり  
 細野　明美 安田　洋子
●東京都武術太極拳連盟
 青木　禧明 浅田　啓介  
 荒井　　歩 荒木　益子  
 石井　博子 岡田　京子  
 尾形冨美子 奥澤　隆志  
 尾上登美代 角辻　雪子  
 小林　智子 小堀　文子  
 近藤　道代 斉藤　敏枝  
 佐々門啓祐 篠　　春代  
 嶋村　　榮 杉本　清子  
 鈴木　喜和 宣　　徳恵  
 髙木　滿保 髙橋　晴男  
 竹山　一子 田中ひろみ  
 田中　　誠 成松　惠子  
 沼田　節子 野原　彩子  
 早川冨美子 藤江　淑恵  
 丸山　智子 皆川　法子  
 柳瀬　正廣 山口　貴子
●神奈川県武術太極拳連盟
 足立　文子 石渡　幸子  
 岩佐　裕子 岩田　洋子  
 落合　郁子 小原　洋子  
 柏木勢依子 河原　紀子  
 金原　正代 工藤　祥子  
 栗原恵美子 栗原　泰子  



 小島　直美 小島　信博  
 佐藤　幸子 鈴木美奈子  
 田崎　君子 田中　惠子  
 谷　　明子 谷　　巳佳  
 辻野　淳子 寺内　栄子  
 藤間真由美 中西　純子  
 沼澤　哲夫 濵　由紀子  
 広岡　恵子 福住　　晃  
 藤原ヱミ子 藤森　正広  
 三上恭美代 三上　幸子  
 村上ちひろ 森　　照夫  
 森谷キミ子 柳瀬　麗子  
 矢野　正子 山田　信子  
 山本田鶴子 横濱　悦子  
 吉原　和子 若原　博子  
 若松　初代
●山梨県武術太極拳連盟
 井上　真弓 衛藤さとみ  
 小野　悦子 永井　佳久  
 長沼　松美 渡辺　敏正  
 渡辺　紀子 渡辺　春枝  
 渡辺　礼子
●新潟県武術太極拳連盟
 明田川麻理 伊藤美知子  
 大久保美惠子 大関ナツ子  
 大港　博子 小沼　静代  
 金子　雅子 神主　隆子  
 河上　享子 川瀬　仁也  
 栗田　三惠 小林　佳代  
 駒形　和則 小山喜久子  
 坂井　哲夫 笹川　朋子  
 佐藤　友司 佐藤ふみよ  
 関矢　啓子 高橋　瑞江  
 武田　美雪 野澤　りえ  
 星　　敬子 本間　一生  
 前田久美子 宮尾佐登子  
 渡辺　洋子
●長野県武術太極拳連盟
 青木茂登枝 伊藤　和子  
 伊藤　宗代 大日方后子  
 春日　　輝 北村恵美子  
 倉田　繁子 櫻井　由子  
 嶋原　雅子 滝沢　繁樹  
 竹松美智子 知久　八生  
 冨澤　喜雄 橋詰　妙子  
 畑中　正子 羽生田廣子  
 原　ひろ美 保高　春子  

 堀内　武男 堀内　雅子  
 宮崎　君子 元島　妙子  
 栁澤　咲江 山川　幸代  
 渡辺　初美
●富山県武術太極拳連盟
 石田　　博 今井恵利子  
 草野　麗子 小林　深雪  
 酒井美千代 三箇美由紀  
 永井三千代 布村　孝子  
 橋詰　英一 森田　雅美
●石川県武術太極拳連盟
 飯田　　怜 奥村より子  
 坂田久美子 崎田　昌代  
 髙木　　泉 中谷　文恵  
 橋本　道子 松本　真紀
●福井県武術太極拳連盟
 北川八千代 葛野はるみ  
 髙村　修造 山本はるみ  
 和田比富美
●静岡県武術太極拳連盟
 青木　晴彦 青野　真子  
 安間　妙子 飯尾二三子  
 池谷千代子 樫村ゆかり  
 加藤　昌枝 亀井真由美  
 川島ひろ子 北村　秋子  
 向後　文子 齋藤　貞子  
 佐川ミチ子 島野　宣子  
 鈴木　智巳 鈴木　正江  
 鈴木みどり 土屋加代子  
 中森須眞子 沼野　壽子  
 沼野　　敏 富士　洋子  
 星　　　亘 松本　純子  
 村松　諄一 目戸　理恵  
 望月　恒明 八木　順子
●愛知県武術太極拳連盟
 木内　信子 杉浦三智子  
 中山多美子 正村　由利  
 村田　文子 吉村　一輝
●三重県武術太極拳連盟
 右京　継子 宇田　宏美  
 木本　善夫 坂上　初美  
 俵山　直美 西堀美知子  
 浜野　田鶴 藤林あかね
●岐阜県武術太極拳連盟
 川出　律子 岸　　　晃  
 北村　豊子 木野村順一  
 纐纈久美子 志知　信子  

 原　　弘明 平澤　園子  
 三井　弘佳
●滋賀県武術太極拳連盟
 川西　純二 古川　静江  
 山口　文江
●京都府武術太極拳連盟
 上田さか枝 後藤登志子  
 後藤　敏文 白井たみ枝  
 大明田鶴子 田畑美年子  
 寺岡　順子 寺岡　正人  
 中井　久子 中西　照子  
 波多江勝代 春摘紀代美  
 日岡　立雄 平井美智子  
 福井　恵美 松井　容子  
 三木　節子 宮崎　修次  
 若木　弘子 和田　建樹
●大阪府武術太極拳連盟
 穴瀬　廣子 有泉　陽子  
 安藤　公子 井倉　通孝  
 礒本　　惠 今村　昌子  
 植野　和子 上野千恵美  
 内海美由紀 大川　裕子  
 大木千代子 岡田　恵子  
 丘本　幸惠 岡本　美香  
 岡本　好弘 奥　　光江  
 柏倉宇多子 金子ユミ子  
 兼重　博子 久世　和子  
 黒田登志子 小谷満智子  
 雑賀　博子 坂井美佐子  
 坂口　利香 坂本千賀子  
 島﨑ちか子 白石　滿子  
 杉原　里香 須原　美惠  
 多田美智子 田中華久子  
 谷本　美保 辻　　敬子  
 徳永美智子 徳林真寿美  
 利根　信子 中川　　泉  
 中川　美和 中嶋知英子  
 中津川千豊 長棟　明子  
 鍋島　康子 能瀬真由美  
 畑野　桂子 羽原　千長  
 原尻富美子 平岡　竹美  
 松原みち子 宮川　泰生  
 明貝　孝子 睦谷　容子  
 山口美智子 山本　由記  
 由比濱喜子 吉岡　郁子  
 吉田　　弘 和田　千恵  
 渡部　春美



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

●兵庫県武術太極拳連盟
 青山　英紀 秋山　義治
 石井　裕美 大西　玲子
 大脇　一二 岡本智江子
 金城　元宝 加山　光雄
 木股　文香 木村　　順
 窪田伊都子 黄　　武駿
 後藤きよみ 澤井　博子
 首藤　　潔 首藤さち子
 鈴木　久子 谷口　耀子
 田原　千春 鶴田　和子
 戸田　　進 渡名喜まさ子
 永井眞理子 長井　ゆみ
 永尾　清法 中島　玉絵
 中島　美穂 中塚　宗佑
 那波　惇子 野﨑　惠子
 羽藤　順子 福岡　亮子
 間島　久代 松田　真澄
 水上　初美 三原　　茂
 宮﨑　芳子 八島登志子
 和田　里賀
●奈良県武術太極拳連盟
 上田　吉世 浦前　幸代
 白澤　正義 関口　一予
 高原　清純 田中　　聡
 田中　新二 津田　　昭
 中野　澄江 濱口　末美
 藤川　聖子 吉川　圭子
●和歌山県武術太極拳連盟
 飯沼美千代 上平　惠宥
 奥田加世子 寒川　秀子
 中村　咲子 中村友岐子
 山﨑　増美 山下美佐子
 和田真由美
●鳥取県武術太極拳連盟
 岡本　澄子 加美谷祐恵
 小谷さち子 小谷美代子
●岡山県武術太極拳連盟
 秋元るみ子 安藤　裕美
 小原　春美 賀山　昌子
 河田　栄美 佐藤　節子
 駿河　里美 高橋　昭子
 西藤　美雪 平尾　明子
 藤原　典子 松本　和子
 宮本　陽子

●広島県武術太極拳連盟
 沖本　啓子 杉原美穂子  
 高橋智香子 瀧口　義将  
 花岡　桂子 春木　美香  
 平原久美子
●山口県武術太極拳連盟
 今田　　毅 突貫　順子  
 林　　惠子
●香川県武術太極拳連盟
 三木　恵子
●徳島県武術太極拳連盟
 真野　節子
●愛媛県武術太極拳連盟
 岡田　昭仁 小玉　侑子
●高知県武術太極拳連盟
 伊与田あい子 菊地紀美子  
 野﨑　道子 山本　尚美
●福岡県武術太極拳連盟
 秋山　佳子 有田須賀子  
 五十嵐　勇 伊藤　誓子  
 井上　淸敏 井上　秀子  
 井上　元弘 江口富士子  
 大嶋　國子 奥山佳容子  
 織田　美穂 椛島　　毅  
 川端　隆之 木附　伸子  
 木下　盛夫 木村　浩子  
 楠　　和子 髙良ルミ子  
 是村　俊代 澤村　力敏  
 杉山亜津子 田中はや子  
 中園　文子 中西眞由美  
 仲　美智子 中村　和恵  
 野上　信子 萩尾　知子  
 橋本　恵子 古谷　勝明  
 古谷実千子 宮岡るみ子  
 宮里佳代子 森山　貞子  
 山﨑　正美 山田　弘子  
 吉川　信子 吉武　禎惠  
 吉武　輝昭 渡邉　文崇  
 渡辺　正樹
●佐賀県武術太極拳連盟
 井上　絅子 白井　玲子
●長崎県武術太極拳連盟
 石橋　利子
●熊本県武術太極拳連盟
 奥村　雅代 勝間田巳喜生  
 中石いつ子 中石　　信

●大分県武術太極拳連盟
 足立　典子 柏　　德子  
 佐藤　純子 前　久美子  
 山口　貞義 山口　好子
●宮崎県武術太極拳連盟
 下窪　　敏 冨山由美子  
 山内　芳人
●鹿児島県武術太極拳連盟
 有村小百合 今村　智鶴  
 植川　祥子 小田切博子  
 川口　洋子 木村　生子  
 慶田美佐子 椎原　生子  
 立野　隆志 谷山　一子  
 玉川　律子 丸尾　　勉  
 森　　順子 山田　恵子  
 山本　隆男 横山　佳子  
 吉﨑　春美
●沖縄県武術太極拳連盟
 伊志嶺朝子 髙良　　勲  
 髙良　敏江 豊田真由美  
 吉本　　保 四元　睦子
●日本学生武術太極拳連盟
 養祖　貴之
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