
●東京都①会場
【北海道】 伊藤　桂子 
佐々木裕子 佐藤　孝子

【茨城県】 白鳥佐智子
【栃木県】 富永すみ子
【千葉県】 伊藤修一郎
【東京都】 梅本　和子 
大城　和子 小西　幸子 
小林　義典 佐伯　英子 
釈囲　秀明 菅野　明美 
杉山　律子 髙松　一惠 
髙宗美恵子 手代木典子 
藤江　淑恵 松岡　彰二 
松本　義彦 持丸　康子 
四方田春義

【神奈川県】 芦川けい子 
荒井　壽江 有竹　利行 
神戸智恵子 貴島乃里子 
工藤　麗子 菅原　晶子 
田窪　武彦 谷　　巳佳 
細野満里子 三橋　玉恵

【新潟県】 佐藤　陽子 
吉澤　澄子

【長野県】 重田　篤子 
中村　幸子 吉田　啓子

【静岡県】 瀬戸　静枝
●東京都②会場

【北海道】 今井ひとみ
山田　克夫

【福島県】 大竹　崇子

【茨城県】 飯田　恵子 
清水　春美

【栃木県】 君島千津子 
牧田　澄江 松本　時男 
村上　正子

【群馬県】 大塚　　稔
【埼玉県】 大屋　健治 
豊島　浩子 松田　美穂 
吉岡　佳子

【千葉県】 荒木　清子 
上野　和仁 粕谷　松夫 
加藤由美子 斉藤　洋子 
佐藤　静子 篠原　靖子 
田中　和美 森本　亨子 
山本　法子 和田　俊男

【東京都】 青木　正子 
飯田　良子 小池　　平 
小板橋美雪 古賀眞知子 
酒井　睦枝 菅原喜代美 
芹澤ヨシ子 竹下　志磨 
寺井　晴彦 西田　和弘 
藤元久美子 舩坂　栄子 
毛利　玲子 山本　　洋 
米山智恵美 渡辺　元子 
和田　雅代

【神奈川県】 天野　　光 
大原　美子 奥田江ミ子 
金子　恵子 栗原　泰子 
小谷　豊子 小林　歩妙 
菅谷　健夫 杉山　　等 
谷内　公美 中島　孝利 
中田　迪子 早川　桂子 

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月30日～11月27日実施分
＜掲載順＞３段，２段，初段の順→北から実施会場別→北から所属都道府県別→あいうえお順

【茨城県】 栗山　健司 
國土　千尋

【栃木県】 螺良　順子
【千葉県】 夏井　愛子 
廣田　信子 本多　待代

【東京都】 風間千恵子 
小堀　文子 杉本　清子 
鈴木　洋子 髙木　滿保 
武市恵美子 二平ひとみ 
山地　春枝

【神奈川県】 足達　和郎 
大橋　桂子 甲原美千代 
佐藤　幸子 執行　隆祠 
霜田　啓子 白井　敬子 
髙橋　昭子 遠山　一子 
林下　光江

【新潟県】 今井忠太郎 
大関ナツ子 黒滝　弘子 
笹川千穂子 笹川　朋子 
高尾さよ子 立田マチ子 
中村　恵子 三澤　洋子 
山本　朝子

【長野県】 荒井ふみ子 
金井　節子 胡桃　紀夫 
中澤　真子

【富山県】 泉　眞佐子 
黒崎　政子 酒井　友子

【福井県】 志田　勝治
【静岡県】 加藤　昌枝 
中森須眞子 目戸　理恵
●東京都③会場

【福島県】 畑山マサ子

３段合格者

2016年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」合格者発表【Ⅰ】

深澤トク子
【山梨県】 高野　律子
【新潟県】 青山恵美子 
阿部　敬子 安藤　瑞恵 
川邊　明美 小池　直美 
近藤　玲子 鈴木　民代 
瀬賀　亮子 種村麻里子 
野口真奈美

【長野県】 内山みさ子 
中澤　啓子 山口　彰子 
山田多栄子

【富山県】 松井　久透
【石川県】 本田　勝子 
松田　裕美

【静岡県】 勝山　道子 
千葉　啓子
●大阪市①会場

【福井県】 酒井　昭子
【滋賀県】 水谷とし江
【京都府】 梅原　信子 
春摘紀代美 日岡　立雄

【大阪府】 有村カツエ 
飯島　靖子 大西　和子 
國富　泰子 香山よしの 
佐藤　　格 平良　勝政 
高木　悦子 髙原　栄子 
田中久美子 千代田チエミ 
德田　綾子 徳田　光雄 
中谷のり子 中野千代子 
服部千加子 古谷　展子 
安井　逸子

【兵庫県】 秋山　義治 



大坪由樹子 木村　厚子 
久保　靜子 清水　喬子 
辻本　悦代 中林小智枝 
成定　由美 西田　義隆 
船越　るり ロベールひとみ

【奈良県】 石神　尚子 
西澤　京子 藤本　順子

【和歌山県】 城所　祥志
【徳島県】 谷　めぐみ
●大阪市②会場

【三重県】 森　　敏子
【京都府】 淺田　慶子 
出井早智子 寺岡　正人

【大阪府】 一階しづよ 
大仲　真弓 須川　篤子 
杉山　匡世 中川　悦代 
中西伊都子 松森　郁子 
三口眞樹子 南　美恵子 
山口恵美子 山﨑　恵子 
山根美津瑠

【兵庫県】 泉　　真衣 
内海　稔子 角尾喜久枝 
笠原　武訓 笠原　浩子 
小島　佳子 田中　建子 
渡名喜まさ子 西岡　智子 
西尾みどり 平岩　崇子

【奈良県】 黑木　英子 
平井　久枝

【和歌山県】 山下美佐子
【山口県】 藏田　紀子
●大阪市③会場

【北海道】 髙木　香織
【石川県】 森田　良子 
崎田　昌代

【滋賀県】 中田加代子 
廣瀬　童心

【京都府】 福井　恵美 
三木　節子

【大阪府】 石橋　千恵 
伊庭美知代 岩崎　知佳 
宇津木　誠 丘本　幸惠 
小畑美知子 甲田　麗子 
清水　由恵 菅沼たつえ 
田中麻由子 丹井　　均 
西岡由紀子 藤井真由美 
藤澤不二江 箕浦　昌充 
吉岡　郁子

【兵庫県】 綾部美津恵 
伊勢嶋美智子 大川いくえ 
大杉真由美 荻坂　智美 
喜多　正子 北田　幸江 
園田　愛子 谷口　悦子 
早川　純子 松本　光子 
松本　美子 水落　博子 
宮木　朝子

【奈良県】 張　　季芳
【和歌山県】 山﨑　増美
●大阪市④会場

【三重県】 薮中佐喜子
【滋賀県】 北川　きみ 
山田　道子

【京都府】 正田　章子 
都成賀代子 中村　敏之

【大阪府】 池原　道子 
石橋　　香 今西ひさえ 
小澤　純子 木下　えみ 
下西　幸次 廣橋久美子 
藤川由美子 睦谷　容子 
森　万里子 山元　紀子

【兵庫県】 印部　吉雄 
小坂奈緒美 齋藤　都恵 
住友　正和 高居　純子 
福井美佐子 松田　真澄 
松本　　崇 吉村　博子

【奈良県】 浦前　幸代 
竹川　　猛 吉川　圭子 
吉田　雅子

【和歌山県】 〆木　治男 
中尾　昌子

【広島県】 瀧口　義將
●福岡市①会場

【山口県】 原　　恒義
【福岡県】 有田須賀子 
伊藤　豊年 大嶋　三男 
鎌田　久子 斉田　豊子 
白井　靜子 鈴木久美子 
中野富喜子 中山　豊子 
藤井えり子 元松　智美 
山田　和夫 山本　省子

【佐賀県】 有馬みちよ 
江下レイ子 北島惠美子

【長崎県】 岩﨑　幸子 
門脇　和彦 本村　佳子

【熊本県】 坂口　恵子 

遠山　美紀 冨田　智子
【大分県】 赤嶺　由紀 
佐藤　俊郎 真田　忠彦 
白石　京子 藤原　豊子

【宮崎県】 西田　幸子 
増井　白子 山本ケイ子

【鹿児島県】 金井　郁代 
亀田ヒロ子 和田真由美

【沖縄県】 田盛　敦子 
豊田真由美 美底　政廣
●福岡市②会場

【広島県】 田村みち江
【山口県】 豊川まゆみ
【福岡県】 一塚カオル 
井上　淸敏 川田　直子 
木戸こずえ 葛島　達則 
藏谷利惠子 國部恵美子 
児玉タエ子 髙瀬　明世 
立川　光代 田中　孝子 
辻　須美子 中島　忠男 
中須賀和子 中野なをみ 
則松千惠子 花田由喜子 
松原　文明 宮竹潤一郎 
山本　雅子

【佐賀県】 伊藤　香織 
梶原真由美 山下千代子

【長崎県】 池田　一美
【熊本県】 稲﨑まち子 
有働　誠子 渡邉　　眸

【大分県】 神田　金吾 
山口　貞義 山口　好子

【宮崎県】 兵頭　三郎
【鹿児島県】 尾辻美智江 
江夏　芳子

【沖縄県】 伊集　紹子 
喜納　良子

●札幌市会場
【北海道】 飛鳥井志津子 
遠藤　結実 大川　幾子 
岡本三枝子 笠井　道子 
鎌田　潤子 庄司世津子 
髙橋三枝子 竹田　　眞 
平沢　智美 藤田　亮子 
増田　　敦 松原　優子 
森　美恵子 藪谷　義雄 

山田久美子 山田ふさえ 
山本　利雄 力石　紘子 
若園　昌子
●仙台市会場

【青森県】 飯田眞理子 
池田　邦彦 大澤　法子 
太田　義考 長内千恵子 
工藤　尚子 工藤　　勝 
佐藤　惇子 清野カヨ子 
竹内てい子 奈良岡恵見子

【岩手県】 菅野　順雄 
長谷川郁子

【宮城県】 熱海　町子 
荒井　弘美 伊藤　克成 
伊藤　洋子 氏家　明子 
浦上　則子 大熊　孝子 
小嶋　　祝 小山　陽子 
菊地みつえ 髙力登志子 
佐々木健自 佐藤　　達 
鈴木　健司 鈴木ヤツ子 
高野　　緑 髙谷　正弘 
千葉　悦子 二唐　時雄 
藤田　智子 松浦　　登 
嶺岸　典子 村上　キヌ 
森　　利子 森　れい子 
谷津　裕子 山内　鈴子 
山嵜　晶子 米田　正治 
渡辺美智代

【山形県】 五十嵐幹夫 
石山　利子 小笠原芙美子 
小田　文子 菅　　貞弘 
柴田すみ子 須藤千代子 
武田佳代子 諸橋　せい 
米原　律子

【福島県】 猪狩　弘子 
菅野　　吉 菅野　裕子 
日下部美和 嶋津恵美子 
鈴木　香織 清野みや子 
中川　順子 永戸　和子 
中村美智子 新井田典子 
西　二三子 畠山みつ子 
三木芙美子 森　　和代 
渡邊　浩美
●高崎市①会場

【栃木県】 新井　圭子 
柏瀬　守男 田口　英子 
塚本　祐子 二宮三代子 

２段合格者



山田　茂夫 山田　弘子 
山中眞千枝

【群馬県】 藍澤　房江 
青柳　昌代 阿部　文江 
石田　弘子 井上　節子 
梅原　明子 笠原　久夫 
喜楽　里美 久保田よし子 
小板橋征子 小林　洋子 
齋藤　栄子 佐藤　桂子 
佐藤　由紀 須田　　博 
髙田　義正 高野　　久 
髙山　和枝 立木　重次 
丹沢　文子 知古嶋　勲 
角田ひろみ 永井　芳江 
中村　敏子 橋本　孝晴 
深澤　康枝 三ツ森辰子 
森川　真一 横堀　隆義

【新潟県】 相田　紀子 
伊藤　尚子 大沼ユキ子 
川又千佳子 木津ナリ子 
齋藤ゆかり 佐藤　愛子 
佐藤　富希 竹原　由香 
西條きよみ 長谷川律子 
笛木寿美子

【長野県】 飯島　政春 
井口ひろ子 石森　早苗 
加藤　克己 上條喜代子 
小林　京子 武井千代江 
村田　恭子
●高崎市②会場

【栃木県】 石井眞由美 
上澤　光子 小川　恵子 
知久　清美 茂木　芳子 
世鳥山庸代

【群馬県】 石川　康二 
金子　正幸 佐藤　節子 
関口しとみ 信澤由美子 
深作　由紀 横溝きみ子

【新潟県】 五十嵐千津子 
大湊ユリ子 川村　和子 
小林久美子 佐藤　房子 
竹内　悦子 鍋谷　幸恵 
廣田美代子 堀江　昭子 
本望フサ子 松原　　瞭 
三島小代子

【長野県】 井原　律子 
小野　睦子 小岩井通子 

坂田　洋子 笹井ふき子 
鈴木　節子 田中美重子 
塚原　茂子 中島三千子 
中村　久子 那須　道子 
平井　早苗 堀内　淑子 
曲尾　きく 横谷貴美江
●さいたま市会場

【茨城県】 乙村千寿子 
嶋崎　　修 寺島　圀子

【栃木県】 菊池　年美 
綱本多江子

【埼玉県】 朝比奈圭子 
荒川　廣子 猪股恵美子 
岩尾　待子 上野紀美子 
榎本紀代子 遠藤　妙子 
尾島こと子 柏原三和子 
紙谷美智子 河田　順子 
川田美砂子 神田美佐子 
慶野　広美 後藤ひろみ 
酒井　直美 嶋津　知則 
田中　静枝 田中美代子 
柘植　和子 冨倉　春枝 
新島　洋子 早川アヤ子 
東　　英一 平田　淳子 
藤田　葆雄 松尾　尋子 
松澤　美和 松本まさ子

【新潟県】 坪内　　務
【長野県】 植原　英子 
綿貫　龍一

【静岡県】 林　　　穣
●綾瀬市会場

【埼玉県】 峯田　久江 
峯田　光昭

【東京都】 高橋　龍治
【神奈川県】 有村　純子 
安藤　啓子 石井喜代美 
泉　　智恵 市川　孝子 
伊藤　勝吉 伊藤　秀子 
伊藤　昌幸 稲垣ハヤ子 
岩渕　淳子 宇井　礼子 
内田ますみ 内山　　明 
大竹　優美 越智　典子 
影山　　博 加島　恵子 
鹿島　弘子 加藤　博子 
木村　仁美 国枝美三子 
久良知眞紀子 小杉知津江 
後藤　亮子 小山　尅正 

斉藤　和子 坂倉眞知子 
坂下　辰男 佐藤　倫子 
佐藤　久枝 佐藤　　誠 
佐藤三津子 サファリアン エラヘ 
志賀　義昭 志村　禮子 
下野　哲裕 城山　京子 
菅原　英子 鈴木　紘之 
鈴木　幸子 鈴木　祥子 
清家　文江 関根　章世 
瀬戸　都子 田井　廣志 
髙野　始子 武林　博子 
田中　正和 築山　圭子 
坪野　文子 遠山　悦子 
豊田　　裕 中川　明夫 
長田　光代 中山　　博 
名倉由美子 新倉千惠子 
二郷富美子 袴田　　勲 
濵﨑フク子 林　　智和 
比企　利夫 姫野　康子 
普川知恵子 福永　玲子 
藤田恵美子 藤田　麗子 
松井　正俊 丸山　静子 
森下寿美子 森田富美子 
森山　　都 柳瀬　麗子 
山﨑　和美 山中　克彦 
山本　和利 若林　洋輝 
倭島　悦子 渡辺　　隆 
渡辺　道利

【静岡県】 池端　光春 
稲葉　峰子 北原　千早 
北原　益男 西田安伊子 
野村　敬子 元水　健一
●神戸市会場

【兵庫県】 浅中　静子 
天野　晴夫 網本かずみ 
新井　文子 飯尾美根子 
井口　　進 市川　佳子 
稲角　妙子 井上　芳美 
大下富美子 太田　文雄 
大西　則子 大前　純子 
岡村サヨミ 小瀧　清登 
鎌田　洋子 川崎　満世 
雁長　和枝 北尾　博子 
熊田　春美 栗原　道惠 
小池美代子 香西　凉子 
児島すみ子 越山祐己子 
小林　久子 坂本香保子 

倖もと玉基 進藤　絢子 
鈴　　佳子 高木　勅男 
髙山　多恵 田窪　悦子 
多田　令子 津村　順子 
釣船　保子 冨谷　鏡子 
長尾美紗子 中嶋　名奈 
中谷　正治 中野　由美 
中山　泰行 中山　雪絵 
新名　二郎 西﨑　節子 
西本ひとね 長谷川奈津江 
坂東　博子 樋口　俊子 
平田　洋子 藤井　邦子 
藤井　景子 藤島　絢子 
藤原　光世 戸来　和子 
掃本美千子 堀江　千鶴 
前田　君江 増田　富子 
松下　幹男 松原　則子 
松本　純子 三輪さつき 
盛岡　鈴佳 森本　　理 
山口八重子 山下　孝子 
山根美智子 米澤　容子 
米谷　英夫 両下　昌三 
若井　重子 渡部　千草
●福井県鯖江市会場

【富山県】 荒木　公一 
浦野久美子 大見恵久子 
岡田　　寛 上坂　文夫 
白川美枝子 杉田　敬子 
谷口　数子 富田ヨシ子 
中尾　睦子 長浜真知子 
畑田　義久 藤島千惠子 
筆谷　京子 牧田　惠子

【石川県】 青山　洋子 
市塚　清隆 上口　令子 
神谷　あき 北村　伸子 
田中由香里 坪井　利子 
升井佐登美 松本　外美 
守　八重子

【福井県】 小寺　智照 
齊藤　宏美 酒井　彰子 
清水　洋子 福岡紀代美 
藤田みすず 松原　司郎 
丸山きぬ代 森本　敦子
●福岡市会場

【山口県】 糸永　由紀 
小柴　妙子 酒井　惠子 
坂根　笑子 西川千香子



【福岡県】 浅尾　京子 
安部　輝彦 荒木八重子 
井口　康子 池田　公子 
石井美智枝 石川　和子 
入江　弥生 馬越　圭古 
上口チヨカ 江﨑富美子 
大瀧　和代 梶原　晴美 
嘉永　和子 鎌田ユミ子 
北村　瑞穂 木戸　敬一 
久原　有希 黒土　武義 
神崎　博子 迫田美智代 
佐藤　秀子 柴原　絹子 
徐　　静媛 菅　　文子 
関　修一郎 瀬元　康子 
髙鍋由美子 高橋よしえ 
武田　京子 田島ゆかり 
田尻　礼子 連尾　営次 
手塚ひとみ 徳丸かつ代 
鳥巣優士郎 中嶋　春江 
中園　悦子 中野　芳乃 
中堀　広子 成田壽磨子 
葉田　妙子 秦　　好史 
濱田　裕子 原　　鈴子 
兵藤紗名絵 深草　　侃 
福島　順子 藤本　敬子 
古野由美子 前田安都子 
前田　滋代 松本　繁美 
三隅　泰介 宮本ミヨカ 
村山　純子 森田　峯代 
森山　寿子 山内久美子 
山下紀代子 山田　徳子 
山村　和子 吉崎萬里子 
吉田　陽子 頼金みな子

【佐賀県】 大島　敏洋 
久原みね子 堤　　泰子 
永田　顕子 仲田　弘昭 
牧野　　豊 増富　敏明 
弥永真由美

【長崎県】 安達　税子 
有馬　克子 石見　久代 
太田　純子 神山　幸子 
塩塚　　顥 鈴木アキエ 
土嶋　孝文 永田　とよ 
松永るり子 宮地　弘道 
森谷　知子 森　　政行

【大分県】 板井なぎさ 
柏　　祐子 古森　裕美 

コモン ティエリ 酒井みよ子 
中尾賀代子 畑山　英子 
平野　巡子 細川　澄子 
松浪　政利 安本ふみ子 
渡辺かすみ

【沖縄県】 照喜納八重子 
前原美代子

●札幌市会場
【北海道】 青木　清美 
阿部美由紀 荒　　恵里 
荒川とも子 井澤　法子 
伊東　孝子 宇佐見多佳子 
生出　順子 押切　　恵 
形本　恒子 鎌田加津枝 
菊地　真理 木村富代子 
功刀　克恵 西郷　トミ 
斉藤　直美 庄司　　功 
新保留美子 須藤　禎三 
高橋　信夫 土手　浩子 
長尾　久美 中村喜美江 
南保　由美 橋場千鶴子 
古川　和子 細田　順子 
吉野　容子 和田　裕子
●青森市会場

【青森県】 石黒はるか 
石橋　忠幸 石橋　美代 
大宮　眞弓 小原　　実 
木村アイ子 木村　泰子 
黒田　　薫 小関　美子 
佐々木千賀子 須藤　清栄 
田中　弘子 種市りつ子 
奈良　節子 成田　潤子 
平野　末美 横内とし子 
和久　尚史
●仙台市会場

【宮城県】 相原　和恵 
我妻　　勇 今泉　京子 
遠藤ケイ子 遠藤ひろ子 
加藤すえ子 岸谷　幸枝 
今野　晶子 西城　良子 
齊藤　政司 齋藤　麗子 
柴谷　　守 鈴木　章子 
須藤　汀子 関川　典子 
髙橋　耕子 千葉　栄子 
中上美和子 二上　浩美 

錦織　雄二 西村　洋平 
野澤みつ子 安原　幸彦 
谷津　芳勝 八巻　幸子 
山元寿美子 横田　淳子
●山形市会場

【山形県】 大泉　奈美 
小野　立子 神来社昭子 
木村しずえ 小池千香子 
斎藤　正晴 佐藤美知子 
澁谷　幸子 芳賀チヨエ 
宮川　佳子 森岡いづみ 
矢口　芳子
●福島市会場

【福島県】 安藤マサイ
大和田一夫 小林　満子 
齋藤　敏枝 相楽　智富 
佐藤　治子 佐藤　良明 
志賀　直人 菅野理恵子 
高畠　　猛 丹治　庄一 
七海　美香 蓮沼恵美子 
門馬　和子 箭内　金子 
箭内　邦子 矢内　裕美 
八巻ゆかり 吉村　弘子
●水戸市会場

【茨城県】 青山　君江 
飯岡　　晃 猪瀬　　司 
大竹　郁子 川上　十代 
川原恵津子 菊池　則夫 
黒羽　　肇 小山　厚子 
佐々木委美 塩屋美保子 
鈴木　幸子 高瀬　裕子 
中山　春樹 長谷川典子 
塙　　淳子 福島　治子
●宇都宮市会場

【栃木県】 相子　英子 
石橋　邦子 伊東美奈子 
稲葉美知代 今井　　隆 
大竹ユウ子 小原　矩子 
亀田　宏文 慶野喜代乃 
小林トキ子 斎藤　純子 
清水　道子 平　　末子 
津久井惠子 戸村　和美 
中島　義照 萩原　　博 
藤原由美子 弓田　惠一 
横山　京子 横山　ツネ 
横山美沙子

【群馬県】 斎藤　晋吾

●高崎市会場
【栃木県】 儘田　伊音 
新井　恒子 荒川美智代 
岡田　富子 書上　和子 
金井　康浩 河村　幸枝 
木部久美子 久保田富二 
小出友里江 小林　弘子 
佐口みどり 椎名　清美 
島　　香織 関口八千代 
髙橋　雅子 田島　景子 
千葉　泰代 角田　　勇 
遠山　幸男 長坂　　守 
中澤　正雄 中島　和枝 
根岸八重子 長谷川好男 
福嶋　和紀 福島　正彦 
星野　和子 松田　　直 
丸山　幸雄 宮前　宗平 
山岸カネ子 山崎　京恵 
吉田　光江

【埼玉県】 栗田　悦男 
小泉　淑子 林　　利廣
●甲府市会場

【山梨県】 雨宮　秀子 
荒井百利子 志村美斗志 
丹澤　貴子 中沢恵美子 
中村みどり 中村　幸子 
辺見　和子 堀内　由美
●新潟市会場

【新潟県】 石塚　恵美 
伊藤　道秋 今川　登美 
内山　笑子 大島　優子 
大滝　善雄 近江　正子 
大桃　昭雄 大桃　和子 
岡﨑　　務 小川　芳枝 
尾崎　弘子 勝又　　毅 
勝又美恵子 金谷　秀子 
古泉　美好 小出偉里子 
児玉安紀子 小林登美子 
斎藤　和子 佐藤左久子 
佐野　朝子 鈴木　成子 
鈴木　洋子 須藤　法子 
髙井　洋子 髙橋千恵子 
田中　久美 棚村　道夫 
土田　澄子 富沢　　康 
外山美代子 中村　秀江 
中村眞貴子 長谷川カツ子 
浜　　公雄 平井　　薫 

初段合格者



宮阪　惠子 山下　悦子 
山田　正子 山田理英子 
渡邉さち子
●長野市会場

【新潟県】 廣田　彩美
【長野県】 一本鎗育江 
岩原　和江 岡本　幸恵 
荻原　恭子 久保　澄子 
小林　勇雄 篠根　順子 
渋谷麻理子 渋谷万里子 
須藤　隆子 関根美智子 
田中　雄次 玉井恵美子 
東福寺宏子 徳嵩　美穂 
富岡美知江 仲田小太郎 
中野　尅志 中山　静枝 
根津　由美 深澤　昌彦 
舟田　弘子 松下　恒子 
宮澤美和子 矢嶋　榮子 
依田　裕子 和田　謙一
●富山市会場

【富山県】 石田　　保 
壁山　由美 坂井　幹子 
谷川　勝美 辻澤　哲治 
林　　恵子 林　　　博 
東山　文子 前　　洋子 
森　　清子 諸我　　哲
●越前市会場

【福井県】 青木美枝子 
井美　雅人 上塚　陽子 
釜田亜希子 木下美知子 
坂井　敏子 桜田　則子 
桜田　龍次 鈴木りゅう子 
竹内　　正 田端　礼子 
中谷　啓子 西村　彰朗 
橋本　桂路 平井　孝昌 
藤井スミ子 古市　弘美 
松山　　隆 山田　隆志 
吉村　範雄 米林　幸紀
●名古屋市会場

【愛知県】 伊藤　孝子 
稲垣　敏光 岩瀬　京子 
宇佐見英文 小笠原健一 
片岡実千穂 鬼頭　　誠 
近藤　陽子 白木　洋子 
高橋　利治 谷　　久男 
浪上由利子 早川　茂子 
平野新太郎 三浦　康子 

壬生　京子 武藤　福子
●津市会場

【三重県】 荒木　千浩 
遠藤　道子 小野　玲子 
金児　昌重 斎藤ちあき 
下田　恵子 杉田　律子 
杉本　勝美 鈴木　幸雄 
高橋まち子 辻野由紀子 
西野　敏男 萩原　清和 
古田　正子 光永まゆみ
●各務原市会場

【岐阜県】 青山まち子 
粟倉　初子 井川　晃代 
今井　恵子 岩井ひろみ 
上田美和子 大澤八千子 
奥田　清泰 奥田　穂子 
小田川美知代 片山美登勢 
桂川　誠司 加藤　郁代 
小島ふき子 小林　順子 
清水　維子 清水　英彦 
杉江　明美 杉山　京子 
大門　雅子 髙田美智子 
田口みち子 武山　伸子 
棚橋富士子 出井　武史 
西本まゆ美 長谷川裕枝 
松尾　文江 松本　景子 
宮本　久子 森　　智子 
若原　正喜 和田百合子 
●野洲市会場

【滋賀県】 稲本　綾子 
上西　清美 川崎　啓子 
小杉　一子 駒井　安子 
塩﨑　良治 谷口亜寿美 
利光　五月 中辻　摩耶 
福田　英子 八木千惠美
●京都市会場

【京都府】 青木　義博 
秋田　　薫 秋田　中親 
浅水　道代 足立　勝彦 
天野　啓子 生嶋　広子 
磯部　悦子 井上　まき 
上田　哲平 内田あけみ 
梅野　勝也 大垣　隆一 
岡田　翔廣 奥西　美枝 
方山　宗子 川島千代子 
川幡　京子 木島由美子 
木村　愛子 後藤美恵子 

斎藤　城子 佐伯　敏子 
坂本ヨシ子 佐野　恂子 
島田　雅司 角　アヤ子 
関野　清子 高橋　和子 
髙橋　淑子 瀧口　庸子 
田﨑　敬章 田中　俊枝 
田中波留美 谷垣　和夫 
谷口けい子 津田　房子 
中川めぐみ 中野惠美子 
西岡　芳子 畑中　綾子 
濱川芙美子 濱　　芳明 
福井　陽子 藤田タヅ子 
松本　　勉 松本　敏子 
八木かずみ 山口　愛子 
山本　茂博 山本　多可 
李　　曼寧
●大阪市①会場

【大阪府】 赤田美智子 
赤林　栄子 阿部サチエ 
荒川　博子 池田　純三 
池田　若葉 石谷　　均 
板脇威津子 伊藤かほる 
井上　春夫 上田　幸三 
宇高　裕子 内本　優子 
大谷　恵世 太田　洋子 
大程　順子 梶原　令子 
加藤　恭子 金井　輝基 
亀山かおる 川﨑　麻紀 
川端　成子 菊池　澄子 
喜田　久恵 木下　孝夫 
木村智香子 木村　洋子 
小迫公美子 阪下　節子 
酒匂恵美子 佐藤　修一 
猿橋裕喜子 四戸　敬子 
篠田　　久 澁谷貴美子 
清水　幸子 下田　綾乃 
神藤　一馬 杉本　照美 
千福　恵子 曽川　昭代 
武谷　文子 田中加代子 
塚原　正榮 辻本　政代 
永井　廉章 中嶋るみ子 
中山佳代子 野村　和生 
野村奈緒美 原田　武司 
原　美千恵 菱川　由美 
平井　豊子 平本　照子 
古野　和香 松田真智子 
向井　敬子 向原　美幸 

望月　敏美 森　　朝子 
保田　善子 山口いずみ 
山口　春美 山口みち子 
湯浅勢津子 幸村　節子 
横田　朝子 横田　堯子 
米田とし子 萬　佐智子

【兵庫県】 戸井千代子
【奈良県】 牧瀬美佐江 
森本　仁枝
●大阪市②会場

【大阪府】 一井千代子 
稲田　智子 浦川　豊子 
江藤　昌子 大橋　洋子 
岡田恵美子 奥野　一芳 
小栗　京子 金谷美紀子 
川岸　慶子 川﨑美砂子 
岸本　和美 工藤　明子 
幸地　芳恵 酒井　玉美 
坂下けい子 清水　慶子 
高野　明子 竹ノ内陽子 
田村　奉子 田守てい子 
鄭　　惠芳 土手　洋子 
成田　貞子 新名由美子 
西尾　佳子 西中　晴美 
西本　直美 畑中　麻里 
福田　啓子 古川登志子 
三浦　久江 三田エリ子 
柚山　純子 吉田　静子 
吉田　友子

【兵庫県】 大﨑　道子
●西宮市会場

【兵庫県】 青池　宜子 
赤木美智子 赤松　公子 
足羽登喜子 安積　桃代 
穴口　和美 阿萬　弓子 
荒井まこよ 井狩　早苗 
井端　伸子 江藤　紀子 
大井美知世 大浦　弘子 
大谷　美奈 大継　京子 
大野　啓子 岡本　隆至 
小髙　智織 片山　朱美 
加藤　一夫 加東　　潔 
金﨑佐知代 北地　有美 
杵築　栄子 橘田　榮子 
木庭　桃子 木村　惠一 
久保千恵美 黒崎登志子 
小松　幹治 言上　栄子 



紺家ふさ子 酒井佳代子 
榮　　訓子 坂　　　幸 
佐々　幸穗 佐藤　悦子 
澤井美佐子 庄子三千代 
白石　敏子 杉本美和子 
鈴木　正美 鈴木麻美子 
田賀久美恵 髙濱　明子 
髙見　清美 竹市　紀子 
竹内　良子 竹村　乙女 
田中　純子 爲廣　容子 
出水　益美 藤後　栄子 
東内　　悠 冨田　和美 
友田　隆子 中尾恵美子 
中木　弘子 中田智香子 
中野　啓子 仲　　雅子 
中村　輝子 中山　　匡 
永山　照子 成田　眞美 
西垣利栄子 畑　美知子 
春海　ユミ 日野　朝子 
藤井美佐子 藤本　　修 
藤本　立美 古畑眞智子 
古屋　睦子 細井さち子 
前川　澤枝 前田　広美 
前田　正明 真喜屋実治 
町田　澄枝 松井　三郎 
松浦　町子 松尾　明美 
松岡久美江 松岡　久恵 
三方　文雄 三嶋　耕一 
三原真希子 宮﨑　記子 
宮本　一枝 宮本眞理子 
村川　恵子 森口冨士子 
安居　宜伸 山崎　教子 
山田　千秋 山根志保子 
山本　好美 山本　玲子 
吉田　　薫 吉田　　幸 
吉田　みさ 若松　和子
●奈良県王寺町会場

【奈良県】 井岡奈都代 
池田　悦子 今西　克子 
植島　淳子 上山　凪凜 
江上　弘子 株　　早苗 
後藤紀代美 齊藤　恭子 
榊　　洋子 佐山　弘美 
末吉惠美子 杉本　善雄 
鈴木　澄子 鈴木みゆき 
髙橋　裕子 竹林　義之 
竹村佐代子 立　　雅子 
谷口　安枝 田村　賀一 
田本みよ志 徳永伊都子 
中澤　博子 西川奈津子 
籏谷　文雄 増田香屋子 
宮毛　秀子 村島　公子 
山口　純子 吉岡きみ子 
吉岡　啓子 吉川　廣子 
吉田　　勝 吉元小夜子
●和歌山市会場

【和歌山県】 岩出　江美 
木村　一夫 黒田　清子 
小西　雄三 佐藤香夜子 
高尾　圭泰 竹田千穂子 
玉置　和代 玉置　奈緒 
筒井　法子 徳重　宣江 
平林　実香 前田　早苗 
森　　一夫 和田恵美子
●鳥取県北栄町会場

【鳥取県】 田中萬知子 
宮脇　啓子 山根　和子
●高松市会場

【香川県】 植田　正敏 
河西　敏雄 玉井　義明 
寺尾　玲子 宮本　明美 
渡辺美智子
●徳島県松茂町会場

【徳島県】 猪子　仁美 

澤井　英子 中野　伴子 
林　　惠子 福島　郁美 
森　　容子 矢田　直子 
米本　和佳
●高知市会場

【高知県】 岡﨑みさほ 
片岡恵美子 土居　和世 
中山　礼子 萩野　京子 
福留　建夫
●佐賀市会場

【佐賀県】 泉　　晴美 
出　　道子 小川　敏江 
川上真由美 木原　師子 
小松真智子 永渕　淳子 
野崎　春美 福田クメノ 
真鍋真由美 村山さと子
●長崎市会場

【長崎県】 天羽　美鈴 
岩元　亜子 大島　昌幸 
岡　サヤ子 鴨川　昭代 
川下八重美 神田　照子 
古賀千恵子 坂口紀美子 
澁谷　幸子 田中由美子 
永松　公代 西　二三子 
林　由美子 平山　幸子 
福田　照子 船越紀代子 
古川　克彦 古川登美子 
宮村　博子 森田　直美 
吉原恵美子
●熊本市会場

【熊本県】 飯田　隆俊 
大島美帆子 清原　唯夫 
佐藤　友子 白石真由美 
高田　孝子 田形由紀子 
立山　詳子 月足　敏子 
戸畑　敏子 永田　秀代 
中村　恵子 西島登代子 

野島　育夫 平井うらか 
平井すみれ 開田　秋穂 
福岡いく子 本田　義高 
三城真理子 村田　亮三 
守田　小枝 森　ふみ子 
山口　信子 芳野　隆行 
渡邊　郁子
●別府市会場

【福岡県】 中野　德一
【大分県】 安部　洋子 
石井かづ子 岩佐　礼子 
衞藤久美子 金丸　範宇 
川野　健一 坂本　　亮 
高橋　節子 田尻　芳治 
玉野　典子 羽田野統慶 
御前　恵子
●宮崎市会場

【宮崎県】 金丸　直美 
佐藤　洋子 高山とも子 
土肥　英子 中川　町子 
長鶴千枝子 堀之内瑠璃子 
牧野　謡子 丸岡　秀文
●鹿児島市会場

【鹿児島県】 安藤クニ子 
出水田マユミ 大漉　忠子 
岡野利恵子 柊元　里美 
鮫島　祥江 塩浦　龍子 
土岐　マツ 戸破サエ子 
永田　啓子 野﨑　昭一 
福留　悦子 福永　和代 
栁　キヌ子 吉村トヨ子
●那覇市会場

【沖縄県】 安里　初子 
稲嶺美江子 島袋　洋子 
下地　　栄 住田　友文




