
●仙台市会場
【北海道】 石森　宣男 
垣内　充子

【青森県】 伊藤千賀子 
櫻田　敏子 佐々木一人 
須藤八妃御 高清水禮子 
田中　容子 中山　秀子 
柳谷栄久子 山本　茂代 
鰐田　冨美

【岩手県】 秋保　　實 
石田美津江 菊池　洋子 
北村　宮子 木村　愛美 
工藤　聖子 西堀　洋子 
橋本　志保 畠山　節子 
藤村　順子 松本　廣巳 
盛岡　秀代 山口　衣枝
【宮城県】 石井　静江 
磯部　光子 伊藤　幸子 
岩佐　スエ 宇野　一枝 
大泉　淑子 大森　康市 
小出　礼子 今野　清身 
佐藤　朝子 宍戸　恒明 
宍戸みつ子 柴田　州子 
渋谷美和子 鈴木紀恵子 
為永　弘子 土井　洋子 
冨澤惠利子 野仲　民子 
濱須寿美子 真壁　千夏 
松野　順子 三浦　順子 
宮川ハルミ
【秋田県】 小山　博美 

井上加代子 宇井　紀子 
梅本　容子 大木　佳子 
大野　愛子 荻原真理子 
奥山　虎勇 上小澤美香 
佐々木みち子 髙戸　元子 
高美　学雄 田中　晴美 
田中　　誠 冨樫　智子 
西嶋美沙子 沼田　節子 
山本　理人 吉澤　清光 
吉田美知子
【神奈川県】 井上真由美 
岸　　和子 下石　典江 
眞田　優子 執行　叔子 
滝沢　和子 田中　惠子 
遠山　悦子 長瀬　陽子 
永渕　　恵 山本　一雄
【山梨県】 髙野　秀美
【新潟県】 河野　京子 
関根　直美 広川いく子 
松原みどり 山田　久子
【長野県】 加藤　克己 
塩川会津子 寺島紘四郎 
花岡　房江 山嵜　　茜
【静岡県】 伊藤　惠二 
勝又佐都子 田中　やゑ 
塚田　光広
●東京都②会場
【北海道】 今井　郁子 
櫛田　隆久 佐藤　順子
【茨城県】 秋田きみ子 
荒井　睦子 江本　富子 
半田　文子 藤枝　純子

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月28日～11月26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

木元　堯子 小山　元子 
佐々木久美子 佐藤　圭子 
佐藤幸四郎 長谷川容子 
原田　貞子 日諸イマ子 
保苅　美雪 矢吹　治子 
山田　重悦
【山形県】 菅　　貞弘 
菅野　瑞子 菅　美喜子 
黒坂　静子 齋藤　利子 
須貝　隆子
【福島県】 加藤　好子 
斎藤　妙子 土屋　英希 
伏見みつい
【長野県】 小出　義宗
●東京都①会場
【北海道】 村上美知子 
渡辺　良子
【青森県】 久慈　　巖
【茨城県】 高橋　幾代 
野中　雪子 三善　友人 
山田　悠子
【栃木県】 板橋　公子 
半上野秀樹 三田　和正 
村田　恵子
【群馬県】 加藤美知子
【埼玉県】 五十嵐順子 
鈴木　紀子 林　真知子
【千葉県】 五十嵐くら子 
川村由利子 住友　邦子 
舘　　信光
【東京都】 浅原　博子 
新井美知子 石見　絹子 

３段合格者

2017年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」合格者発表【Ⅰ】
10月28日～11月26日　全国51会場での実

【栃木県】 荒井　久子 
君島　和子 手塚　明美
【埼玉県】 青木　淑子 
島口　一利 長岡　典子
【千葉県】 秋山八重子 
安保　和子 小平みつ子 
齋藤　良子 高岡美智子 
髙山　悦子 豊岡　　博 
橋本テイ子 樋口　妙子 
藤嶋ヤス子 藤野ひろみ 
堀　記久子
【東京都】 朝倉　菊子 
川口　洋子 小林　智子 
最首　紀子 斉藤　幸子 
柴田麻実子 髙橋　雅子 
千葉　和子 鶴田　勝子 
中島　和子 中田　啓子 
中野　勝夫 仁井田桂子 
花澤　洋子 馬場　紫暢 
林　　幸子 廣本　麻紀 
福原美智子 藤城　吉恵 
町田せき江 松岡　　翠
【神奈川県】 小野　陽子 
小原　洋子 小島　信博 
小林　範子 重村　静子 
髙木冨美子 田中　陽子 
千野　節子 附田　克晃 
中野　淳一 中原　容子 
仁平　裕子 根本　理子 
野村　藤芳 肥田　育子 
平山　栄子 深野はるみ 
水越　初音 森谷キミ子 



山本田鶴子
【新潟県】 五十嵐章子 
神主　隆子 川﨑　良子 
木村　澄枝 佐藤ふみよ 
清水せつ子 下妻　公子 
高田　敏明 髙橋　貞行 
田下とう子 富樫　貞子 
長澤　清次 廣木けい子 
安田　直美

【長野県】 荒井　　綏 
岩上　千代 小泉志げ子 
諏訪部吉枝 横谷貴美江 
吉池　幸子
【富山県】 大瀧　祥子
【石川県】 浜田　孝子
【福井県】 志田　恵子
【静岡県】 小林　和雄 
小宮山京子 村山美智代 
山田三千代
●東京都③会場

【北海道】 川田恵理子 
國分　敦子 髙瀬　陽子 
長尾　典枝 西森　尚子
【福島県】 遠藤美弥子 
風間とめ子 竹内まち子 
新田　元子 野邉　圭子
【茨城県】 栗山さよ子
【栃木県】 椎名　和子 
島田　ふさ 鈴木　恵子 
砂川　純子 田部井静代 
千代間節子 羽角千惠子 
浜本　良江 堀田　和枝 
水戸部睦美 山ノ井カネ子

【群馬県】 橋本　和子 
三澤　佳徳

【埼玉県】 鈴木　治郎 
中久喜　晋

【千葉県】 網中　　勲 
伊藤知佐子 佐野　　恵 
瀬川　知子 瀬戸　栄子 
辻　登美子 寺尾　加玲 
内藤　澄子 平川　久恵 
細野　明美 水野希代子 
渡邊　暁子

【東京都】 大野谷淳子 
金久保和子 菅野　惠子 
宣　　徳恵 髙橋　晴男 

髙橋　芳子 武田　芳子 
福本　裕子 藤井　邦子 
フランショ  ベネディクト 本田　陽子
松田　千秋 森　　宣昭
山下やよひ 横松あつみ
【神奈川県】 浅井　和子 
大西　順子 小川　訓江 
菊地　久栄 齋藤　慶子 
庄司　澄江 新小田勝馬 
蘇　　肇年 高橋　琴江 
高橋　早苗 多田　　傑 
田中　利夫 富山　正夫 
西田美壽子 半田　信子 
平田けい子 平野由里子 
細野美知代 峰　輝八郎
【山梨県】 髙野　愛子 
濵田　國夫
【新潟県】 磴　　邦子 
植木　人美 大沼ユキ子 
熊谷　玲子 古藤美津子 
佐藤　愛子 長谷川律子 
古井　照代 吉田さち子
【長野県】 赤羽　達郎 
尾沼紀美江 木村　俊夫 
小林　浩子 清水みつ江 
角田まち子 松髙　洋子
【富山県】 黒澤　房子 
酒井美千代 西田美和子
【石川県】 津田　洋子 
中島とみ子 山﨑多恵子 
渡辺　郁代
【静岡県】 飯室　秀昭 
宇佐美越子 大川　　恵 
佐藤しずえ 鈴木みどり 
野村　智子 星　　　亘 
矢田　真紀
【京都府】 若木　弘子
●大阪市①会場
【福井県】 伊原　明子
【滋賀県】 西上千惠子 
三矢　智子
【京都府】 鍵谷悠紀子 
河合須美子 志川　妙子 
和田　建樹
【大阪府】 伊藤　　博 
上坂　和正 大下　幸子 
岸本　康宏 窪田　晴美 

古波藏由紀子 下中千恵子 
須山　　隆 辰野　　幸 
田中　幸子 田中　雅子 
田中　嘉明 寺川　佳子 
錦織　良二 西口　長子 
西　　敏美 西山　圭子 
西山　為祥 長谷　啓子 
畑　　律子 平野三枝子 
村井　君代 山岡　照美 
山﨑　五恵
【兵庫県】 阿重田純子 
大西　淑子 大森　重美 
神田　章代 岸本　景子 
鈴木　久子 中村由美子 
藤井　益美 三原　　茂 
山平　節子
【奈良県】 中須賀美佐子 
橋田　敏子 畑中ちえ子 
宮野　真澄
【和歌山県】 佐藤　友美 
田上貴代子 福井　明子 
藤生　　明
●大阪市②会場
【群馬県】 立見　昭代
【滋賀県】 久保　　昭
【京都府】 大村　明子 
笠井　照也 梶本小夜子 
大明田鶴子 寺岡　順子 
西村　絹代 前田　典子 
山本　和雄 若狭　美奈
【大阪府】 東　　貞美 
池本　友子 礒本　　惠 
上野　典子 岡部　節子 
小野マルコ 金田真生子 
亀田　秀夫 川村　初美 
倉田　妙子 小林　律子 
金銅　睦子 雑賀　博子 
佐藤　充子 杉本　美幸 
諏訪　祥子 関屋　賢大 
高野　晴男 辰井　久代 
樽見　妙子 中井　正典 
西瀬　昌代 西野文美子 
羽山　和恵 藤山　泰子 
枡井　弘美 山田　久子 
横山久仁恵 吉村由美子
【兵庫県】 飯田　民子 
池野　順子 岩田あい子 

小田原美栄子 小野　圭祐 
川端壽枝子 國見　美子 
呉　　麗幸 大道　賀子 
田川　京子 竹下　道子 
田中　　緑 為平　光乙 
西河　裕子 野窪美紀子 
平川ユキ子 藤原　恂子 
船見美佐子 保地　之忠 
宮崎　琇子
【奈良県】 上田　吉世 
長田　正彦 岸田　和子 
中村　郁子 藤川　玲子 
松井美知子 松本　康博
【和歌山県】 久保　三枝 
本村　広幸 山本　哲嗣
【鳥取県】 鷲見　洋子
【徳島県】 杉本　敏子
【高知県】 中村真由美
●大阪市③会場
【福井県】 定友　智子 
前田　睦子
【三重県】 中山　玲子
【滋賀県】 藤野めぐみ 
松井美智子 三橋　芳江
【京都府】 小森　　純 
中谷由美子
【大阪府】 井上　俊子 
岩﨑　和美 岩崎　　努 
榎本　君子 岡本　公子 
岡本外代子 小関富美子 
川上　早苗 河原　　隆 
北浦　美江 下室　瑛子 
白石　滿子 鈴木　隆子 
辰巳　良輝 田中　敬子 
辻　　美子 津山　栄子 
中田　悦子 橋本　恵子 
馬場　豊美 平野　幸子 
宮下　悦子 向井喜久子 
森川みどり 森下　好子 
山﨑フサエ 山西　啓子 
幸林　宏子
【兵庫県】 市坪　純子 
植田加代子 岡本　春子 
越智真弓子 加藤　清美 
木村美智子 栗田美智子 
佐藤　孝樹 杉本　晴美 
髙本　友子 田中　信行



田邉　洋子 谷口　陽三 
田原　文子 玉井由紀子 
長山多美子 松田　治子 
村田　峰子
【奈良県】 岡本　節子 
金原　厚子 名田　絹代
【和歌山県】 松本賀代子
【沖縄県】 金城　　勝
●大阪市④会場

【福井県】 浅野　靖子 
酒井　絵美

【滋賀県】 額田　直子 
平井　彩貴

【京都府】 尾上早百合 
後藤　敏文 須田　満子
【大阪府】 池田　和子 
岡田　秀子 金　　次政 
日下部　正 黒川　章子 
河野　宏美 杉山　誠治 
竹迫　文子 谷村　久子 
春田　悦子 福井登美子 
古川　惠子 村上　澄子 
森村ユリコ 柳原　陽子 
吉田　　弘 吉村　栄子
【兵庫県】 大河内圭子 
荻野　恭子 河合　明代 
合田　純子 越地　道子 
小西ユキ子 嶋岡　啓子 
末次　裕子 菅井富美子 
杉本　　茂 竹谷　真弓 
辻本久里子 中井　眞人 
中山美智枝 長谷川まどか 
平田　律子 三浦　舞友 
山内喜代子 吉田　節子 
吉田美千代
【奈良県】 内田千代子 
岡本　智子 木虎　幸美 
西垣　菖子 前川貴美代
【和歌山県】 上田美代子 
岡　喜久代 熊須　章子 
高野　惠子 境　万起子
●福岡市①会場

【山口県】 氏家　幾代 
河村　良江 久保田幸子 
宮原　和子 横手多鶴子
【福岡県】 今村美智子 
翁　　鳳齢 小永吉美千代 

篠原恵美子 新川千寿子 
八尋　玲子 山下　悦子 
渡邊　信博 渡邉　文崇 
渡邊　政江
【佐賀県】 近藤　義和 
曽我　宥子 弥永真由美
【長崎県】 石橋　利子 
小川　稚世 小幡　一美 
島村　節子 藤内　邦子 
林　　和代 廣田　信夫 
本城　光子 本田　五月 
松良チエ子 森　　佳子 
山田　友子
【熊本県】 一ノ宮直子 
田中　道代 長尾多恵子 
東山　靜代 平岡　洋子 
前田　源司
【大分県】 伊東　伸子 
坂本　麻里 永松　正彦 
広瀬登喜子 藤崎志津子 
三浦　満子 湯澤　愛子
【宮崎県】 小宮千年子 
佐藤　洋子 浪波　和子 
吉田　幸代
【鹿児島県】 山中真知子
【沖縄県】 兼城喜美子 
髙吉トシ子 張陳　雪貞 
山口　則子
●福岡市②会場
【山口県】 増矢奈穂実
【福岡県】 石垣由紀美 
井上　純子 今村　信子 
江藤真砂美 追鳥　恭子 
大山　恭子 岡野美登里 
奥山佳容子 川口　正則 
神崎　道子 北島美恵子 
窪田　涼子 児玉みどり 
小山イソミ 末次　範子 
築山　節子 津坂　千波 
中尾久美子 中島　昌子 
中野萬千子 名嶋美和子 
浜地　千草 早樋満智子 
樋口　節子 福井　　晃 
松尾　清二 丸山　佳子 
溝田惠美子 森　　都子 
山本　絹代
【佐賀県】 朝日　正子 

井上　民子 陣内　美紀 
田上　安子 田代　敬子 
松隈由紀子 松嵜　栄子 
諸井ノリ子
【長崎県】 張　　眞弓 
中尾まどか 原田　紀子 
𠮷原　静子
【熊本県】 上村　京子 
坂本　幸子 中石いつ子
【大分県】 芦刈みちよ 
足立　典子 宇都宮惠子 
小野　幸子 川田　和子
【宮崎県】 壱岐　和代 
今和泉幸子 田﨑　栄子
【鹿児島県】 大薄　順子 
上　ルミ子 川原　　泉 
平野　久江

●札幌市会場
【北海道】 赤塚　朋子 
伊木　順子 石倉ひろみ 
犬養かおる 生出　順子 
大平　浩喜 奥山　初江 
春日　孝一 加納　芳郎 
庄司　　功 新保留美子 
高橋　信夫 瀧澤　恭子 
千葉　晴美 畠山由起子 
藤田　峰子 藤本　美邦 
古川　和子 山野　明子 
吉野　容子
●仙台市会場
【青森県】 石橋　忠幸 
石橋　美代 小原　　実 
黒田　　薫 下山　明子 
平野　末美 藤原多津子
【岩手県】 石田　紀夫 
大西　タイ 四戸　清子 
村上美智子
【宮城県】 薄井　憲明 
遠藤ひろ子 加賀谷郁子 
加茂由美子 熊　　正子 
小宮裕見子 齊藤　政司 
柴谷　　守 白川　裕子 
菅原ユキ子 鈴木　久子 
高木　年雄 髙橋はる子 
千葉まさ子 槻田　良一 

錦織　雄二 廣野　茂代 
堀田　　琢 谷津　芳勝
【山形県】 小池千香子 
髙橋　和子 宮川　佳子
【福島県】 石原　敏一 
大島　惠子 大橋　洋子 
岡本　令子 草野　真弓 
三瓶きい子 鈴木　信子 
中村ヨシ子 早野三重子 
引地　悌二 馬目　享子 
森　千賀子 山下　健次
●高崎市①会場
【栃木県】 亀田　央子 
桜井　基裕
【群馬県】 宇津江依道子 
笠原三枝子 加藤志津恵 
川原美智子 栗原　静江 
後藤　初代 島田　則子 
高田　賢三 土橋　和子 
土谷利志恵 長坂　　守 
根岸八重子 藤井　依美 
松橋由美子 横川　靜子 
吉田　光江
【埼玉県】 新　　好子 
石田美智子 渋沢　設子 
【新潟県】 阿坂江身子 
石塚　恵美 尾崎　弘子 
勝又　　毅 勝又美恵子 
佐藤　久美 鈴木　昭次 
田邉　一喜 田邉佳奈子 
土田　郁子 土田　澄子 
外川　由美 内藤　照美 
西巻美代子 長谷川カツ子 
廣田　彩美 松野　弘和 
山田　正子 米山十四子 
渡邊千鶴子 渡部　房子
【長野県】 市川　公子 
木内　明美 菊池　典久 
小林　園子 斉藤　順子 
佐々木美千代 嶋津　正喜 
須藤　隆子 竹田　知矢 
玉川まゆみ 塚田恵美子 
藤井惠美子 藤沢　貞行 
本田　初枝 峰村　　寿 
宮下代利子 森泉あや子
矢嶋　榮子
●高崎市②会場

２段合格者



【栃木県】 阿久津君代 
浅間　　昇 井上眞智子 
大槻　　馨 柏村久美子 
杉山　洋子 本多　　隆 
山本　清和 弓田　惠一
【群馬県】 新井　恒子 
稲田　淳子 金井トモミ 
兼子　栄子 小出友里江 
髙野　勝征 小林　弘子 
近藤八千世 島　　香織 
髙橋　雅子 中澤　正雄 
丸山　幸雄 茂木喜美代 
森　　雅美
【新潟県】 赤野　翔子 
阿部千佳子 井口　　博 
石井多佳子 和泉　朋美 
栗原　優子 須藤　法子 
髙野　祥子 寺口　悦子 
内藤美紀子 中川多津子 
長谷川洋志 山田理英子 
渡邉　洋子
【長野県】 篠根　順子 
田中　厚子 徳嵩　美穂 
日極　友美 前川由美子 
宮沢　幸子 森済冨美代
●さいたま市会場

【埼玉県】 揚野　正和 
新井　陽子 石田　　進 
石山　嘉仁 入江　淳一 
印南希久江 内田　敏子 
大木　理恵 大橋　知子 
大庭　敏雄 大山　芳枝 
岡本　　隆 加藤　幸江 
椛村　龍光 河田美智子
菊池トシ子 北畠　弘美 
吉川　君江 木津　順子 
工藤　惠子 窪山　順子 
黒田　晴美 向後由紀子 
古関　慶子 斎藤久美子 
佐藤　淳子 佐藤　惠子 
澁澤美津子 田母神裕子 
中嶋　良子 野本　孝子 
萩原　雅子 林　　裕子 
原　　孝子 東　　精一 
平内　悦子 福田美代子 
藤城　哲哉 藤沼　美佐 
穂上真紀子 増田　利子 

益田由美子 三浦　久子 
水谷　則子 三好　博幸 
村越とし子 安田　洋子 
山田　幸恵 横田　政秋 
吉井　將充 吉野　品子 
吉原　郷子 若林まり子
【東京都】 乙守真理子 
丸山　洋子
【新潟県】 松岡由美子
●綾瀬市会場
【神奈川県】 明石真由子 
明野　英治 阿部　孝子 
安樂真佐美 猪狩加津美 
市川由美子 井戸　晶子 
伊藤ツヨ子 伊藤　文江 
伊藤みゆき 今井　幸子 
臼井　良枝 大坪　恵子 
大村　克子 岡田　尚子 
岡山　悦子 小滝　　濶 
小手森洋子 鬼形　政次 
尾上　房代 小野寺修二 
鹿島　知子 金子　侊信 
上川畑和美 河村　智宏 
粂　美佐子 児玉　有里 
小松　愛子 境　真由美 
榊原　一枝 佐藤　朝子 
佐藤　和恵 佐藤　国恵 
佐山　友子 島村　征夫 
志村　　勉 下條　　武 
下田紗紀子 末永　澄子 
菅原　幸子 杉田　悦子 
鈴木　雅子 須藤　幸恵 
瀬川　敬司 高田　充子 
竹居　博子 竹口　節子 
田島　雅博 立花　容子 
田中　長博 谷藤　慶子 
土岡美千代 鶴岡　順子 
長井とき子 中井　陽子 
長﨑　祐子 中村　悦子 
成田　惠一 橋本恵美子 
廣里エリカ 福地　文博 
藤木　潤一 藤田　道子 
不殿　眞澄 古垣　圭一 
細野　富子 松島　敏子 
松原　式子 的場　京子 
武笠麻美子 柳川　洋子 
山口　節子 山田　彩子 

山田恵美子 弓場　泰子 
横田　公代 吉野　昌有 
吉村　　晃 羅　　劉清
【静岡県】 大城　源勇 
田井むつ子 田口　友子 
藤本　美佳
●福井県鯖江市会場
【富山県】 上嶋　一嘉 
岡崎安津子 宝島　幸子 
鶴木　一枝 長棟美知子 
林　美恵子 藤田　靖子 
丸山　悦子
【石川県】 卯辰　正信 
河口　朝子 沼沢小美代 
二木　久江 本野　澄子 
森　　京子
【福井県】 伊藤　　滋
稲　　総一 浦井　綱子 
浦　　孝義 児泉　悦子 
竹内　　正 田端　礼子 
鳥山　聡美 永見　尚美 
西村　彰朗 橋本　桂路 
古木　　仁 松田　良一 
山口美千子 米林　幸紀
●神戸市会場
【兵庫県】 青池　宜子 
明松　昌子 足立はつみ 
安積　桃代 荒井まこよ 
飯室　淑子 井狩　早苗 
碇山　基嗣 碇山八重子 
石原美佐子 市橋　弘行 
岩崎　治子 岩松　満代 
植田　章子 上田　悦造 
植田　晋旦 植原　智子 
種田　育男 大浦　弘子 
大谷　美奈 大西　祥子 
大西　龍二 小笠原寿子 
岡田　幸男 加里　裕子 
亀井　邦子 岸本　隆子 
北地　有美 橘田　榮子 
衣笠　和枝 金野　茂子 
鬮橋　豊子 小池　千秋 
紺家　弘子 坂根　弘子 
坂　　　幸 坂脇砂登美 
佐々　幸穗 佐藤　悦子 
座間味照子 澤井美佐子 
塩見美喜子 島田　五郎 

鈴木美代子 春原　伸佳 
竹市　紀子 田中　純子 
田中　妙子 玉野ますみ 
茶元　真美 寺原　正美 
戸井千代子 友田　隆子 
中嶋知英子 中田　絵里 
中田智香子 仲原　鈴美 
成田　眞美 西岡美津子 
濱田　平子 福井　正恵 
福美　智子 藤田すみ子 
藤淵友美子 古元　明美 
細川紀代子 前西　茂治 
松岡久美江 宮本眞理子 
武藤　茂雄 村川　恵子 
八木　才子 薮井　靖子 
山際　好子 山田喜美子 
山根志保子 山本　好美 
吉田　みさ 綿野すみ代
【徳島県】 川上　景子
●福岡市会場
【山口県】 村田富美子 
山近真由美 山根　京子
【福岡県】 石川　秀久 
石橋喜美代 伊東せい子 
井元　信男 江島　純子 
大庭奈緒美 大平フミ子 
小楠　葉子 尾越　和子 
小田由里代 川村　磨美 
北川　房江 北島　裕子 
木本　厚子 工藤　京子 
黒川　司郎 古賀　時子 
小金丸邦彦 近藤美砂子 
坂井千佐枝 坂本　英子 
阪本　輝久 佐藤　京子 
城後　絹子 白石　裕江 
新谷　絹子 髙山　達也 
立崎久美子 田中　好江 
田村　直子 寺上　慶子 
永野　光幸 橋本　昌子 
花田　英喜 久野　雅章 
藤江　正洋 藤江　康子 
藤木　厚子 堀尾　敏明 
溝河　律子 宮本　京子 
本永　尚子 森　　四季 
森田　範子 米倉由美子
【佐賀県】 市丸　悦子 
市丸ユミ子 糸山　淑子 



大瀬戸光代 小川　敏江 
袈裟丸　孝 酒井　真理 
竹下真奈美 田中千代美 
田中　正枝 西山　智博 
野見山悦子 古川　淳子 
宮﨑　育子

【長崎県】 岩元　亜子 
内野　則子 大川内慶子 
金山美惠子 鴨川　武光 
川原　惣子 北御門由紀 
坂野奈都代 下釜スミノ 
下條　照幸 髙橋美恵子 
田川　恵子 辻岳　洋子 
津野恵美子 野村　秋子 
野元　則子 橋本さち子 
浜口　成美 久本シノブ 
藤田　洽一 藤原　信子 
山口　年子

【大分県】 石井かづ子 
鈴木　ちさ 長岡千津子 
長棟めぐみ
●那覇市会場
【沖縄県】 安里　初子 
石原多美子 稲嶺美江子 
運天　広美 我喜屋典子 
兼城　博子 儀間　朝也 
幸喜　政子 幸地　永子 
島袋　洋子 新城　許江 
瑞慶山秀子 住田　友文 
平良サキ子 玉元　早苗 
當眞　　進 徳里　恵子 
渡名喜由紀子 長濱　和子 
中谷スナ子 根間　正枝 
花岡美樹子 比屋根成男 
與那嶺喜美

●札幌市会場
【北海道】 荒井　禮子
大谷　順子 奥村　章子 
尾島亜季子 小野　祐子 
小畠　美佳 上村　直子 
川崎美智子 小池　直水 
小玉友美子 小林　朋公 
佐藤　敏雄 佐藤真知子 
佐藤　喜子 鈴木よし子 
千葉　敬子 千葉　美嘉

土屋　裕子 寺島　澄枝 
照井　赫子 西野　圭織 
藤枝かおる 藤田　裕子 
古田　美孝 星野　芳江 
堀　　幸子 増田美奈子 
松浦　憲一 松原由紀子 
三浦　直樹 三上　泰弘 
南沢　啓子 三宅　洋子 
宮本　芳子 村山　幸江 
森本　妙子 矢野　淳子 
山品創一郎
●青森市会場
【青森県】 荒井千惠子 
石垣　敬子 漆田真紀子 
太田　眞人 大桃あや子 
岡田るり子 小野るみ子 
工藤千保子 越谷　双葉 
櫻田　得夢 佐藤　正子 
白取ひろ子 西澤　祀子 
野澤　勝子 本堂　順子
●山形市会場
【山形県】 岩松　宏明 
種本　正秋 松本愛有美 
山口　潤子 吉田長太郎
●福島市会場
【福島県】 伊藤万利子 
蛯原　幸江 大橋更太郎 
大曲　倫子 加藤　仁子 
金子　研一 金田　智子 
日下　幸雄 後藤　芳信 
佐久間和子 佐々竹秀子 
佐藤　　隆 鈴木　　稔 
鈴木　玲子 田村　桂子 
菱沼　フチ 持地　紀子
●水戸市会場
【茨城県】 青村　信弘 
石川　文枝 礒﨑　澄子 
井上　敏子 今村　　登
内田　三郎 海野　吉輝 
太田　千代 岡松　恵子 
小貫美智子 小野寺美和子 
片岡恵美子 金澤　光江 
鴨志田澄子 軽部　澄子 
酒井　栄子 酒井　廣枝 
作間多恵子 佐藤　早苗 
染谷　澄江 高浜　　明 
瀧澤香代子 辻　知惠子 

恒岡　朋代 津村　弘史 
本間いずみ 松崎　芳夫 
六車　正道 宗清　　明 
森山　敦子 門田　邦子 
八木沢和子 和田　宏美
【千葉県】 飯島　一彦
●栃木県鹿沼市会場
【栃木県】 新井　善行 
荒川　君子 宇賀神和子 
及川　園子 大橋　悦子 
岡　　俊恵 落合万里子 
菊地　光夫 齋藤　安子 
鈴木　照良 鈴木　光枝 
仙波　妙子 善林　重二 
蓼沼　利江 智田美代子 
冨岡美千子 長澤　康江 
平野　陽子 福村　　明 
伏木　政子 星　　侑子 
細川　正江 堀越　美子 
松﨑　厚夫 松崎　照治 
松下　明博 丸山　幸枝 
武藤　孝江 森　千代子 
門馬よし美 横塚　伸枝 
吉田　絹子
●高崎市会場
【群馬県】 荒井　　孝 
新井原則子 有川　京子 
大塚　隆子 岡島　淳子 
荻野たか子 織茂加代子 
恩田　陽子 神山　洋子 
菊地　敏路 桐生　育恵 
栗原まち子 黒島登美子 
小池　礼子 小泉みゆき 
小杉志げる 坂本　瑞恵 
佐々木勝志 品川　孝子 
渋谷　千之 清水由香利 
菅野　陽子 菅原千恵子 
杉田　富子 杉山　重昭 
須藤　早苗 高橋　博実 
髙橋　祐子 多治比まゆみ 
中嶋　　朗 長島のり子 
中島真美子 奈良　洋子 
原島　哲夫 原　　美雪 
武　　建屏 細井　光博 
細矢三代子 堀口　和義 
丸山　信子 宮﨑　厚子 
山崎　道子 横堀あさ子 

初段合格者

吉川えり子
【埼玉県】 岡田　繁子 
椛島いくえ 酒井　徹行
【新潟県】 中須　節子
●甲府市会場
【山梨県】 石井　君代 
石川　静美 板倉　初枝 
伊藤みちよ 奥脇　広美 
小澤ちづる 金子　孝幸 
川村　千穂 北村　宗夫 
小林　光恵 小林やよひ 
瀧本　智子 中村　邦彦 
広野　貞美
●新潟市会場
【新潟県】 池田　春雄 
今井千珠子 植田　紀子 
江村　倶子 太田　　寛 
岡本　京子 小澤　満子 
小柳　明子 神林　紘一 
桑原　　豊 後藤　愛子 
小林　町子 小林みち子 
佐藤美代子 島田　純子 
髙橋　裕美 竹谷　和明 
田中　毬子 永井　直子 
長谷川　透 本田美佐子 
本間　鈴子 三冨みどり 
矢嶋　政昭 矢部　孝志 
横山　玲子 吉田　竹雄
●長野市会場
【新潟県】 安部　一美 
岡森　恵里 斎藤　光子 
篠原　浩子
【長野県】 洗　みさ子 
内山久美子 岡澤　信行 
小野　貞子 塩原　直明 
清水　昭子 白戸　　寛 
鈴木けい子 髙橋　好子 
高山富実子 滝沢紀久雄 
田宮　　浩 中谷布美子 
名子さか江 原　みどり 
原山　尚子 細川　勝好 
宮入　典子 山口　和子 
山本しま子 湯本　一枝 
和田　弓子
●富山市会場
【富山県】 浅野　　修 
有澤　和美 池田実千野



稲場　文子 今井　憲之 
上野　典子 大島　雅子 
大坪かず子 神田　優子 
小嶋　春美 坂田　朝子 
島　はるみ 杉木千栄子 
塚田　美雪 中島　順子 
中西　周子 布目　淑美 
日俣奈津代 福田　泰子 
藤田　祐子 堀田　美恵 
堀　　直子 八木真由美 
山下　昭子 吉田　　忍
●金沢市会場

【石川県】 池田　康喜 
河上　文子 小酒　睦子 
得永　静江 中山　惠子 
広瀬　和子 松田眞里子 
村上　邦夫
●越前市会場

【福井県】 青木栄三子 
荒木コスギ 神﨑　幸子 
木水八重子 久保　昭次 
小木　　進 斎藤　基子 
清水　謙一 高間　清江 
巽　　俊一 永井　泰子 
平木由美子 前田　孝子
●名古屋市会場

【愛知県】 安藤　淑恵 
一川さよ子 出原　桂子 
伊藤　仁美 今泉　啓子 
大蔵　圭子 大澤まどか 
金沢　敦子 神戸寿ゞ子 
小岩　雅和 柴田　恭孝 
武田　鈴子 中澤　義明 
林　　滋樹 福岩　年江 
古田　愛子 水野　葉子 
八木　　香
●津市会場

【三重県】 浅井　　寿 
石井由利子 伊藤　良明 
稲田　豊子 梅田ふみ代 
大久保よしみ 大野　博之 
北出　知子 木村佳代子 
小西　和子 坂野　敦雄 
清水　昌弘 田川たず子 
田中　耕一 田中　純子 
玉田　清嗣 中村　　享 
中村美智子 野垣内町子 

林　　博子
●各務原市会場
【岐阜県】 青木ますみ 
青野　美保 安藤　勝利 
伊藤　福代 井上　公子 
岩井比呂子 岩井ゆかり 
岩村　正捷 鵜飼　昭子 
梅村　民雄 易田　陽子 
大野　豊美 岡　佐代子 
奥村美智子 鹿島田恵子 
片桐惠美子 加藤眞美子 
金森　清枝 神谷美代子 
眞田　國昭 澤田　正幸 
武山　雅則 田村　星子 
堂本みや子 原　　澄子 
春成　浩治 松下由布子 
松原きぬ代 松原　廣安 
宮﨑　ゆり 宮脇富己代 
湯口　光義 渡辺　道子
●野洲市会場
【滋賀県】 井上　和子 
今村美代子 大塚　淳一 
金澤　豊子 小林　照美 
山田千代子 吉岡　信夫
●京都市会場
【東京都】 梅沢多賀子
【京都府】 稲葉　牧子 
小川　幾子 尾野むつみ 
加藤　弘美 國本恵津子 
小荒さち子 古城　美幸 
小山　昭子 貞岡　辰夫 
高屋　節子 田中まや子 
田中美智子 寺田美代子 
中江　和子 中川　長重 
仲町百合子 早川眞知子 
深尾　　正 牧村久美子 
松田　純一 丸尾　　勝 
宮田　妙子 邨瀬久美子 
森岡　京愛 谷内　一栄 
百合カヅミ 吉岡良里子 
吉田　　京
【大阪府】 杉山　知子
●大阪市①会場
【大阪府】 阿部　悦子 
石井　達子 石井冨美子 
伊東実千代 井上　典子 
猪原久美子 上田太嘉子 

上野　弘之 梅田　幸美 
小川　忠美 片山　雄義 
金山寿賀子 金子有美子 
北田　正子 木股　勝二 
木元登喜雄 木本　美雪 
木本　佳子 久原　　章 
倉田ヤヨヒ 栗原　淳子 
越田　綾乃 小嶋　和子 
小西　和子 小林久美子 
小林　俊介 小林　妙子 
古谷三枝子 篠本　　明 
佐竹　紋子 佐藤　彰子 
清水眞佐子 下崎　　香 
成願貴代美 城　　久子 
鈴木トシ子 辰巳　隆俊 
田中　　勇 谷川　　昇 
谷　　京子 谷澤　英幸 
田村美智子 辻本　牧江 
出浦　　衛 手嶋あさみ 
寺内　俊雄 寺嶋　和子 
富田　義博 友田　一美 
中　　郁夫 永木　淳子 
中辻　絹子 中野　靜子 
納谷　茂子 錦織　幸子 
野村　隆幸 長谷川千代子 
長谷川信子 濱岡　文枝 
原田　信夫 広見千恵子 
福留　優子 福永冨美子 
藤井いずみ 武用　里香 
前田　初雄 真島　景子 
松岡　幸子 松山　文誌 
宮花　義信 宮本　和夫 
宮本　和子 村上　　均 
森　　眞理 森　美知子 
山下　敏美 山田みち子 
山本　陽造
【兵庫県】 山内　春代
●大阪市②会場
【大阪府】 青木　征子 
赤澤あゆみ 赤瀬　岸代 
東　るり子 池田　綾子 
池田　純治 池辺　朗子 
池辺喜多子 伊東　正己 
大崎　博文 太田　康恵 
岡野タマ子 岡平　博明 
岡　　睦子 尾崎　広美 
尾関万里子 落合富美子 

小畠　幸子 鎌田　夏枝 
岸田　　正 木下しのぶ 
具志堅良子 窪添　慶子 
黒瀬　孝子 古木　陽子 
小坂　佳子 境田　智子 
澤田　末次 澤田　宏子 
重富　明子 田中　照子 
田畑すみ子 張　　葆珉 
鳥山　恵子 中川　勝也 
中野　清子 中村憲二郎 
埜口　夏子 野田　節子 
平野　　滋 廣井　洋子 
福井たゑ子 福田　寛江 
福田　久志 藤澤　路子 
前田由里子 牧田　征雄 
桝谷　和子 桝谷多恵子 
松原　善治 松本　京子 
松本　　均 三田　悦子 
八代　裕美 山田　桂子 
和田　史子
●西宮市会場
【兵庫県】 赤野　恵子 
朝倉　幸子 足立　弘美
敦見　國興 荒木　文夫 
荒田　智子 粟田　　忍 
飯田多美子 幾田みよき 
池田みどり 池淵　　守 
池淵　陽子 石坂真知子 
和泉彦太郎 井関　博文 
礒野　美紀 井谷　千惠 
井上　美幸 今川　恵子 
巌渕　敬子 上田　浩子 
宇仁菅一雄 梅本　悦子 
榎屋　澄子 大林　和子 
小栗　憲一 角田　知子 
筧　　佐智 笠井　澄子 
梶原美知子 金﨑　正則 
釜田　廣子 鎌田　美奈 
神鳥富美子 神渡ヤス子 
河野　豊子 北川　峯子 
木下　道子 久保川　知 
蔵満　光子 黒山加穂留 
小林さよ子 小松佳壽子 
才木　雪絵 相良佳代子 
笹倉　好子 佐藤　啓子 
渋谷眞紀子 進藤　洋子 
神野　純二 新家美樹子



菅　　秋子 菅　　敬美 
菅　　亮一 鈴木　和子 
隅田　淳子 髙沢　則雄 
髙島喜四治 髙島多栄子 
高橋　京子 髙橋千鶴子 
高橋和歌子 髙松　厚子 
髙見　忠弘 竹中　淑子 
田谷　俊彦 田中　良行 
塚本　一美 土橋　照子 
田路　久美 徳山　浩明 
中川　洋子 長宗　市子 
滑川　瑞穂 成田　　仁 
南部　澪子 西川　雅代 
西園　茂紘 西田　加代 
野崎和津子 長谷川幸代 
花栗千賀子 濵邊由利子 
羽山　廣信 春名　佳典 
春野規容子 半野登志江 
東浦　　寛 肥嶋　育代 
姫野　清子 平田ひとみ 
深川　正子 藤井　　哥 
藤原　孝泰 古川　裕美 
曲田理惠子 増田　功子 
松尾　種美 松園喜代子 
松田　豊信 三浦　敏子 
三竿　優子 三井しのぶ 
南　　享子 三宅　和子 
宮坂たづ子 八尾栄利子 
八代醍紀美子 安井　成美 
安田　幸惠 山下　和代 
山下ちず子 山田　淳子 

山田　真弓 山本　悦美 
山本　裕子 山本富喜代 
山本富美子 吉田　郁子 
米田　安宏 若城　敏邦 
脇田　　恵
●和歌山市会場
【和歌山県】 磯部　知子 
大亦吉志子 奥野さちよ 
金森美智子 五木田佳世子 
竹林紀代子 谷本　絹枝 
玉井　幸子 豊田眞知子 
橋本　　実 林　　陽子 
南方貴美子
●山口県下松市会場
【山口県】 井本　有紀 
桶本　仲子 小田　恭子 
金谷　裕子 佐々木裕子 
清水　昭治 田中連太郎 
谷口三和子 濱岡チヱ子 
廣谷　幸恵 福谷　昭代 
堀田　礼子 宮井　信二 
村上八重子 村本久美子 
森藤　　正 森行　寿子 
八百谷元三郎 山中　髙子
●高松市会場
【香川県】 鎌田　暁美 
清水　恵子 砂上恵美子 
砂上　正数 高岸美佐子 
谷　　小里 廣瀬貴美恵 
福間　千春 藤井　一榮 
松村ひとみ 山崎　昌子 

山田　美枝子
●佐賀市会場
【佐賀県】 井上　和代 
椿原久與志 土井　広美 
友広　光則 野﨑　榮子 
羽賀　弘延 村尾　幸子 
山田るみ子 吉牟田和子
●長崎市会場
【長崎県】 綾香　育子 
一瀬　延子 井手　岩雄 
江添　郷子 榎並由利子 
大知すみ子 尾上　優子 
加嶋　澄子 空閑　次男 
土井　恵子 早崎美千子 
福嶋　克子 福田　博子 
藤岡由紀子 古川　晴義 
古野　明子 前田　敏春 
前田眞理子 三原　利夫 
森田　剛一 森　美津子 
山﨑千鶴子
●熊本市会場
【熊本県】 樫本　倫子 
佐伯　和春 志垣　幸枝 
芹川　照子 鶴田　景子 
西田佐代子 福田　文枝 
藤本　政俉 松本　博子 
山口　正克
●別府市会場
【大分県】 阿部　正子 
稲生　紀子 梅木　昌恵 
江藤　潤子 衛藤　昌子 

大鶴かずみ 工藤　友里 
小名川千恵子 堺　　早生 
髙野　栄子 田島美智子 
千葉真由美 利光　佳子 
野﨑ハル子 日小田ケイ子
●宮崎市会場
【宮崎県】 大賀　春枝 
小川　恵理 河野　孝子 
草場　淑子 児玉せい子 
長友　啓子 西村　紀子 
畑中　泰子 山崎佐代子 
渡辺　道子
●鹿児島市会場
【鹿児島県】 淺井　益男 
上野　尚美 大下　博子 
亀澤佳代子 小城　順子
下長野美智子 内匠　保子 
永田　　朋 福山ふさ子 
益山　節子 右田　静香 
山元真智子
●那覇市会場
【沖縄県】 安里　米子 
阿波根末子 新垣　静子 
新垣八重子 上間　京美 
古波藏良子 城間かよ子 
中曽根恵子 仲村　盛吉 
仲村　　隆 仲本　礼子 
宮平　厚子 山井　博美 
與那覇みちよ 和宇慶ひとみ




