
第１期～第８期ブロック講師　第９期名簿
2015年５月14日　　第90回理事会承認

公益社団法人日本武術太極拳連盟太極拳指導員委員会
ブロック 2007年度第１期 2008年度第２期 2009年度第３期 2010年度第４期 2011年度第５期 2012年度第６期 2013年度第７期 2014年度第８期 2015年度第９期

1

北海道
東北

川島　潔子（岩手） 川島　潔子（岩手） 岡野　範子（宮城） 岡野　範子（宮城） 石田由紀子（青森） 大竹　秀男（宮城） 赤神　良子（北海道）中西　節子（青森） 松山　貴子（青森）

40
2 岩根　節子（岩手） 高橋セイ子（岩手） 赤塚　京子（北海道）篠原　優子（北海道）佐藤　尚美（福島） 相澤　秀子（宮城） 貝森　慶一（青森） 前角地美代（岩手） 千葉真喜子（岩手）
3 岡野　範子（宮城） 馬渕佐枝子（宮城） 大川　梅乃（北海道）磯　　陽子（宮城） 志賀　恒憲（山形） 池田　雅古（秋田） 高橋千鶴子（青森） 工藤　明美（秋田） 村井祐理子（岩手）
4 田中紀代美（秋田） 国枝あつ子（秋田） 山田　泰子（岩手） 今関　英夫（岩手） 立石　孝治（青森） 武田　繁子（秋田） 佐藤　泰子（宮城） 寺内　京子（山形） 市川　祐子（宮城）
5 宮本　一弘（北海道）佐々木祐子（秋田） 藤木　明美（秋田） 沼澤　祐子（福島） 土屋　直美（山形） 後藤　妙子（福島） 佐藤かほる（宮城） 森　豊貴（北海道）　 蛭田　英明（福島）
6

北関東

堀米　秀夫（群馬） 鈴木真理子（栃木） 鈴木真理子（栃木） 鈴木真理子（栃木） 高橋　ルイ（新潟） 松屋のり子（新潟） 小林美加子（新潟） 風間　敏之（新潟） 泉　ひとみ（新潟）

33
7 上原田紀子（新潟） 相波　洋子（新潟） 深海せつ子（新潟） 中村　祐子（新潟） 吉田ますみ（長野） 田中美穂子（長野） 小川　隆江（長野） 石野　公子（長野） 佐藤　光代（長野）
8 鈴木真理子（栃木） 柏戸　禮子（栃木） 大塚　幸枝（栃木） 市川　悦子（栃木） 越後　恵子（栃木） 木村　節子（栃木） 影山百合子（栃木） 柏倉　芳枝（栃木） 田辺由里子（群馬）
9 山崎　優子（長野） 山崎　優子（長野） 小林まさ子（長野） 北村百合子（長野） 須永美知子（群馬） 深澤　智子（群馬） 奈良橋俊子（群馬） 登丸　道子（群馬） 石川　直子（栃木）
10 小山　晶子（群馬） 矢島　淑江（群馬） 淺川　芳子（群馬） 斉藤　淳子（群馬）
11

南関東

大和久美代子（埼玉）大和久美代子（埼玉）石黒　泰子（神奈川）石黒　泰子（神奈川）鈴木　浩次（神奈川）中村　和代（埼玉） 助川　敏一（神奈川）安藤　育子（東京） 白井　幸子（東京）

44

12 塚原加代子（茨城） 塚原加代子（茨城） 高嶋ますみ（茨城） 高嶋ますみ（茨城） 酒井　恵子（埼玉） 長洲　裕子（神奈川）川田まゆ子（埼玉） 中山　純子（神奈川）佐藤加代子（神奈川）
13 車谷　和子（千葉） 川嶋千恵子（千葉） 石川英里子（東京） 大城真智子（東京） 中西　典子（茨城） 立石　朝輝（東京） 野田　博明（茨城） 堀米佳津子（千葉） 米山はる江（茨城）
14 小野　尚美（神奈川）山田　光代（神奈川）友崎　　敦（東京） 堀　　明美（東京） 東出　桂子（東京） 松丸　洋子（茨城） 坂井シゲ子（東京） 田村　満子（埼玉） 篠田　恵子（埼玉）
15 岩田　崇江（東京） 河村　南里（神奈川）鈴木　貴子（千葉） 白川　三栄（千葉） 田原　紀子（千葉） 伊藤　　晶（千葉） 佐々木喜美子（千葉）
16 佐藤えり子（東京） 丹生　愛子（東京） 相川　清香（埼玉） 矢島千代子（埼玉）
17 石川佐奈江（埼玉） 松本　敏江（山梨） 平田　京子（埼玉） 武石　英子（埼玉）
18

東海
北陸

高見　一枝（愛知） 高見　一枝（愛知） 大沢　藍未（岐阜） 大沢　藍未（岐阜） 増田　　洋（静岡） 碓井　淳一（富山） 板井由美子（愛知） 中村　和子（愛知） 清水　啓紀（石川）

42
19 岩佐　育代（三重） 尾崎　育代（三重） 坂野真理子（愛知） 浦島なゆみ（愛知） 坂口美智代（福井） 塩苅　洋子（富山） 荻野みどり（静岡） 坪内　悦子（福井） 藤田あさひ（福井）
20 市橋　弘幸（福井） 市橋　節子（福井） 宮村　みほ（三重） 花井　由美（愛知） 中条　幸子（富山） 日比　清博（福井） 小野あけみ（福井） 高木久美子（岐阜） 加藤花於子（岐阜）
21 杉山　　哲（岐阜） 岡田　弘子（石川） 今森　淑子（石川） 岡田　充弘（福井） 青山　玲子（富山） 加藤美智代（愛知） 杉山　千恵（岐阜） 遠藤　成子（静岡） 奥村奈々子（三重）
22 坂口志津子（石川） 高橋かよ子（静岡） 藤代　　孝（静岡） 斎藤ひろみ（岐阜） 奥村誠之郎（三重） 宮崎　敦子（富山） 田中　正人（富山） 榎田　徳子（静岡）
23

近畿

三方　由子（大阪） 三方　由子（大阪） 堀本　和子（大阪） 堀本　和子（大阪） 北川はつ江（滋賀） 細田　幸枝（大阪） 大塚　恵子（大阪） 中曽根玉惠（大阪） 甚野　益子（大阪）

49

24 吉森　忠弘（兵庫） 吉森　忠弘（兵庫） 飯田　順子（京都） 飯田　順子（京都） 新保　美香（京都） 梅本　克己（兵庫） 酒井　令子（兵庫） 首藤ちづ子（奈良） 中津　幸子（大阪）
25 兒玉　幸子（大阪） 川俣　　緑（大阪） 安野　生子（大阪） 菊池光友希（大阪） 渡邊　恭子（大阪） 小谷　早苗(奈良） 永井三千代（奈良） 南出　利惠（和歌山）政岡　ゆき（兵庫）
26 阿南　七重（兵庫） 奥西　憩子（奈良） 武田　節子（兵庫） 福島まつゑ（大阪） 小野久美子（兵庫） 田中美代子（滋賀） 中小路良介（滋賀） 深川　裕子（滋賀） 中山　智子（奈良）
27 津田　洋子（奈良） 夏原　淑江（滋賀） 平間　和子（奈良） 土井裕美子（兵庫） 飯降　牧子（奈良） 山縣左記子（京都） 和田　弥生（京都） 岸　　宣隆（京都） 中本眞智子（京都）
28 吉田由美子（滋賀） 佐々木晴美（京都） 山口　晴朗（滋賀） 西浴美智子（和歌山）
29 成瀬　陽子（京都） 寒川　雅子（和歌山）井上　康恵（京都） 寺沢　優吉（京都）
30

中国
四国

図子　幸子（香川） 図子　幸子（香川） 佛圓　藤栄（広島） 佛圓　藤栄（広島） 河原　晃子（岡山） 植村　るみ子（岡山）中条　育美（香川） 伊藤真由美（広島） 山本由美子（広島）

29
31 藤田　紀子（山口） 福田　厚子（岡山） 小橋　珠子（岡山） 辰田真理子（岡山） 佐々木節枝（鳥取） 財部伊津子（山口） 大前　一美（広島） 堀内　弥生（広島）
32 丸谷　治子（岡山） 佛圓　藤栄（広島） 中石　春美（広島） 三原　彰子（山口） 神原　好美（香川） 相本　邦子（山口） 船場　由美（広島）
33 西本タミ子（香川） 福田　一恵（香川） 中西　洋恵（徳島） 森安小百合（鳥取） 三保千鶴子（広島） 水島　典子（岡山）
34 岡田　淑子（高知） 福井　美幸（徳島） 氏原　史子（高知） 青木　陽子（高知）
35

九州
沖縄

篠崎しのぶ（福岡） 篠崎しのぶ（福岡） 篠崎しのぶ（福岡） 篠崎しのぶ（福岡） 浦上久美子（福岡） 坪井由紀子（福岡） 井上　安子（福岡） 堀田　恵子（福岡） 菅野　明子（熊本）

32
36 川原　恵子（福岡） 杉崎由里子（福岡） 川原　恵子（１期）（福岡）伊藤美貴子（福岡） 梁井　公美（佐賀） 三浦　義則（長崎） 佐々木和江（熊本） 小島　利津（佐賀） 二宮早百合（大分）
37 今古賀　環（佐賀） 清水美智代（福岡） 今古賀　環（１期）（佐賀）安部　純江（大分） 行田まさ子（熊本） 佐々木和子（宮崎） 高橋　信子（鹿児島）帖佐　幸子（長崎） 丹羽　芳子（宮崎）
38 村上　里絵（熊本） 栗山　英樹（宮崎） 村上　里絵（１期）（熊本）山本　浩司（長崎） 別城美知子（熊本） 登川　操子（沖縄） 福森　　高（鹿児島）山本　仁美（福岡）
39 有馬　勝博（鹿児島）春田　牧子（鹿児島）前田　　修（鹿児島）島元　正子（沖縄） 原　　世津（宮崎） 大塚せつ子（佐賀）

計33人 計27人 計27人　 計30人 計32人 計29人 計29人 計30人 計32人 269人
※１期，２期，３期，４期，５期，６期，７期ブロック講師　合計207人    １期～８期の総合計は237人となる。 ※地色が付いている人は，重複名，2014年６月現在活動停止，辞任等の人。


