
石山　雅志 加藤満美子
島田明日美 原田　　稔
横山　優子

石田由紀子 貝森　慶一
加賀れつ子 清水美知子
髙橋千鶴子 野月　雅子
浜中　啓子

岡村　勝子 柏　　　茂
金子　芳久 高橋　知子
高橋　英子 栃内　泰子
内藤　律子 古舘　静江
松橋　セツ

千葉　英子 本郷　伶子
山口ひさす

池田　雅古 鈴木あつ子
瀬川久美子 竹内　キン
福田　弘子

伊藤美枝子

遠藤　淑子 木村　教子
佐藤ヨネ子 中込　保子
沼澤　祐子 服部　紀代
蛭田　英明 本田　明美
宗像　節子 安田　操子
吉田　ゆり

礒部由美子 大坪加代子
小村　正子 佐久間圭子
世古佐知子 平　ナミヱ
高嶋ますみ 田中　住枝
中川　昌子 二ノ倉久子
三島　正子 横山　明子
栃木県武術太極拳連盟
阿部紀久子 荒川美津枝

飯野　邦男 五十嵐洋子
伊藤　博子 猪野　幸子
入江　悦子 上中　茂子
越後　恵子 大島　久枝
影山　久子 柏戸　禮子
君島　惠子 小林　澄子
高尾ウタ子 高橋万里子
髙山　公子 竹内　祐子
西山　輝子 萩野谷芳江
早川真知子 村松　知子
安田トシエ 山口かよ子
山崎　幸子 

飯塚　悦子 川上　敬子
小岩知恵子 小西美智子
斉藤　淳子 澤入　克代
澤入　優子 塩谷　治江
杉本　清美 須永美知子
髙草木好美 田辺由里子
田村　千鶴 津久井伸一
中島けい子 長島ふみ子
奈良橋俊子 花沢　清美
原　　栄子 深澤　智子
福島千代子 松尾志津江
松本　昭子 黛　多美子
丸岡千代子 屋敷　鈴枝
山田　照代 山田　久子
横田　桂子 吉井恵美子

会田　博之 浅賀　節子
阿部　徳子 今泉　光子
内田惠津子 打田　雅昭
浦川美佐子 大澤　大美
大田　雅代 岡田　幸雄
尾崎冨士子 金子みつ江
黒田　純子 小林寿美子
笹川　敏恵 佐々木由紀子
佐藤　芳恵 清水　明美
杉山　宏子 鈴木　弘子
髙田惠美子 滝　　克之

田母神洋子 橋口　豊子
羽根田淳子 広司　芳子
古郡　一弘 古郡　弘子
村上　陽子 矢島千代子
柳瀬　純子 吉野　佳子
渡辺　直子

足立いく江 荒木　　香
和泉恵次郎 伊藤　　晶
伊藤　恭子 上野　厚子
榎　　智嗣 大信田洋子
大塚芙美子 大塚美代子
大畑　一江 音道　アヱ
小野　和子 金井留美子

 菊池千惠子
菊地　三枝 小暮　和子
斉藤　照代 齋藤富美子
佐々木喜美子 佐藤　朗子
佐藤　邦子 渋谷　知加
白川　三栄 新藤　敏子
菅谷　節子 須田　清次
髙尾野壽子 竹村　裕子
舘　　房子 谷口文美子
田原　紀子 冨澤　郁子
長尾　富子 中城　　明
中田　洋子 中村　正三
藤江　一江 堀米佳津子
前田　義則 松田　博子
山本　春男 吉澤　聡江
渡邉　早苗

相磯冨士子 明石　玲子
アシュワンデン凉子 池田　文枝
池田　靖枝 稲垣　敏子
上野　浩哉 碓井　靖子
小笠原由美子 荻島　初子
奥野　智久 長田　　惠
小野寺　誠 甲斐　由樹
笠原伊津子 片桐　浩子
金子　智子 鎌田　典子
川村　真喜 菊川　武明
岸本　　徹 久保田公美子
熊谷　光雄 雲木　洋子
桑原　節子 小出　郁子
小溝芙美子 小山　悦子
斉藤　惠美 齊藤真理子
坂井シゲ子 坂本　房子
坂本　文子 佐藤由起江
佐山　幸子 宍戸　玲子
嶋崎　郁子 島﨑　幸子

嶋村　　榮 関根　　等
関根まゆみ 外　　郁子
谷口　京子 戸部　信枝
中井　堯子 中野　洋子
成松　惠子 丹生　愛子
野口　清美 濵川　良子
飛矢﨑顯六 平田美惠子
藤田久美子 藤原　恵美
堀　　明美 増岡美奈江
松井　弥生 松浦イツ子
松村　延子 宮崎　令子
向山　　巌 茂木美登里
森下　姫子 山﨑　富子
吉田　彩子 吉原　容子
李　　菊枝 渡辺　清子
渡辺　節子

青木　艶子 秋原賀津子
朝香　良子 飯島　睦子
飯田　道子 五十嵐光子
井沢　京子 石黒　泰子
石橋　裕子 石渡　　功
稲川　清子 稲塚　新一
江藤　路子 及川　岩雄
及川　君江 大川　恵子
大畠　綾枝 門屋　節子
金井　逸郎 金澤千鶴子
河村　圭子 木村　洋子
久保　隆子 久保　眞子
嵯峨　清子 酒向　高義
佐藤加代子 佐藤美代子
佐藤　喜恵 新藤喜代子
鈴木アサ子 鈴木久美子
鈴木　浩次 田口　靖子
田島百合子 
栃本　和子 戸塚マチ子
中内　朱美 中谷　美砂
中村みち子 中山　純子
南雲　貞子 畑　　輝男
浜田みさ子 濵元　洋美
林田　康弘 肥後　充昭
前田　栄子 簑島　早苗
三宅由紀子 宮野　ツエ
栁下　信夫 矢島まゆみ
安田　　稔 山田　光代
吉田美登里 吉田よし子
若林　辰美

長田　順子 内藤　治文
広瀬　悦子

都道府県代表24式太極拳集団演武

参　加　者　名　簿



相波　洋子 石田しげみ
岩佐　禮子 遠藤　　薫
金谷　　稔 椎井　茂子
田邉　　基 田村　ユキ
野﨑八千代 堀澤　佑子
本間　明美 渡邉　賢周

小川　隆江 気賀澤眞子
小坂　芳江 高橋　桂子
田中美穂子 寺島知代子
照川　幸子 平塚タケ子
深澤すみ子 藤倉　公代
北條　裕子 星野　恭子
前島ひとみ 向山　初美

小川　悦子 澤田美智子
西野千香子

今森　淑子 菊知　明美
渡辺　博子

柴田　洋子 鈴木　邦子
大道　幸枝 
内藤　照美 中村　和代

秋山　昌子 石田　純枝
市原かよ子 伊藤　益子
勝又　禮子 坂野　央佳
櫻本　節子 白砂　喜子
鈴木南海子 鈴木　秀夫
瀬戸　正子 田沢　啓子
虎尾　恭子 西野　信子
藤永まさ子 牧島　祥子
増田　洋子 村瀬　清子
森　　睦子 横山　和子

大塚　益子 加藤美智代
川岸　栄子 高見　一枝
中村　和子 深谷しづ子
三浦　雅子 村山八惠子

山田　　萌 横山　吉信
渡辺こずえ

小田巻正子 小田巻　登
近田　菊江 西脇　雅子
堀江留美子

足立とみ子 榮田　好江
志賀　幸子 清水　宏晏
仲　　政弘 堀部美佐子

大田　裕子 田中美代子

川口ひろみ 小西　信三
髙瀬千賀子 田中　久代
谷　　晴子 土居　盟子
永尾　千代 野々垣香津美

浅田　紘子 浅山　清枝
荒木百合子 生駒　利子
井野　早雄 大倉　洋教
大塚　恵子 大畑　美和
笠井　啓子 梶上　育恵
梶上　正毅 狩野　道子
喜多加代子 木村　和子
熊本　洋子 桑田　良子
後藤喜久春 小山　一恵
斎藤　淳美 坂本　純夫
柴山　啓子 瀬戸口未南子
田渕奈央子 玉寄マユミ
近澤　完子 
寺田やす子 橋本久美子
姫野　良子 福原　和子
前田　滋子 松田日佐子
丸目　智子 森岡　みな
森口　勝巳 森口　治子
安見佐智子 山田　保子
吉田　分子 吉田みさほ

上り浜由香里 安達　和美
池口　真代 石谷　毬子

石村　泰子 上野　敬子
浦岡　厚子 金丸　玲子
河原田円三 田中　由美
為木　清美 中山ひとみ
長谷川多美子 畑中彩矢子
畑中　澄江 原下　忠男
松本　祥子 森崎　八江
山本真由美

飯降　牧子 岡本　豊子
奥西　憩子 首藤ちづ子
津田　洋子 中山　智子
籏谷　里美 福島　質彦
藤枝　悦子

寒川　雅子 前田眞千子
松本　尚美 南出　利恵

伊賀巳起子 木山敬太郎
楠戸　政子 中谷　浩二
平尾　明子 松田　和子
水島　典子 三宅　郁子

伊藤真由美 木戸　久江
慶徳真由美 小林八重子
高橋　光則 谷口　邦子
中石　春美 中村　隆子
福田　房子 藤岡　明美
堀江　滝子

鹿丸　眞弓 新谷　信子
末岡　初江 三原　彰子
美間　芳正

村上みどり 山西久仁子
横田　小徑

越智　和子 越智　誉敏
福井　美幸 柳生　富江

秋満　光江 石川美代子

加來　雅夫 相良吉之助
杉崎由里子 高栁　詔一
髙栁　陽子 
日高　伸子 藤本　優子
松尾ヨシエ 松川　敬子
円岡加奈子 南　　敏子
森山みどり 吉田美智子
渡辺美知代

大塚せつ子 大友　法文
北島　淑子 吉原　和子

森　美恵子

行田まさ子 浦壁　環子
倉原由美子 後藤みどり
笹川アキエ 菅野　明子
武原　京子 中原　隆夫
百束セツ子 吉田　敏子

安部　純江 安部　正勝
上野　博子 丹後　律子
二宮　顕司 二宮早百合
二宮よしみ 波津久勝代

大神　憲子 土肥　恵子
丹羽　芳子 原　　世津

安藤真理子 川田原昭廣
松尾　貞子 宮脇美代子

金城　照子 平良　和子
谷川美知夫 津波　真一
照屋ケイ子 宮良　信詳
宮良　麗子
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