
●仙台市会場
【北海道】 太田　礼子 
羽部　千景 森　真理子

【青森県】 飯田眞理子 
伊藤　誠子 今井　　節 
大山　洋子 長内千恵子 
今　イクミ 佐藤　惇子 
竹内てい子 田澤　敬子 
成田　潤子 成田　順子 
牧野のり子 森内登志子

【岩手県】 遠藤ハツミ 
小田島節夫 菊地　貴子 
後藤佳保子 佐々木律子 
佐藤　睦子 瀧澤　德子 
楢木　美佳 

【宮城県】 青田とみ子 
阿部かほる 阿部　洋子 
荒　　節子 板垣　征夫 
市川　陽子 遠藤　道雄 
奥山眞理子 笠原田鶴子 
梶原くら子 片岡アサ子 
熊原とし子 桜田加智子 
佐々木健自 佐藤たみ子 
佐藤　美子 沢田恵美子 
沢田　邦男 菅原　晶子 
祖利目孝志 丹野　かよ 
千葉　義人 鳰川　祥子 
藤原　広子 藁科　わき

【秋田県】 青山みち子 
石川　俊子 石川　伸子 

榎本　優子 加藤　京子 
北原　幸江 窪田美津子 
蔵田　友子 斉藤　幸代 
斉藤　房子 城　　良子 
長谷川惠津子 藤森　美恵 
丸山　洋子

【神奈川県】 磯﨑紀代美 
内田ますみ 国枝美三子 
鴻巣　真弓 近藤　礼子 
佐藤　久枝 鈴木　紘之 
瀬戸　盛悦 竹下　和子 
長谷川富江 松井　正俊 
松本　幹夫 村山　由美 
山﨑　和美

【山梨県】 中島　和男
【新潟県】 勝又　　毅 
勝又美恵子 米谷　　勝 
佐藤　房子 須藤　法子 
渡邊千鶴子 渡邉　久子

【長野県】 伊藤　秀一 
内山　恒慶 上島　尚子 
小林三和子 小林　理恵

【富山県】 池田美保子 
岡田　　寛

【静岡県】 岩辺　　均 
角田富士美 里見一二三 
塩田　美子 杉村ひろみ 
藤本　美佳 前田　　武 
松永　惠子 丸尾　茂生 
渡邉ひろみ

【沖縄県】 山城　容子

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月20日～11月25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

石橋千代子 小山　雅子 
加賀谷謙一 久米　和子 
小玉珂那子 小林　朝子 
小山　智子 齊藤　隆子 
佐々木百合子 中嶋　芳子 
中村　矩子 西村　朋子 
廣川　浩子 渡邉　洋子

【山形県】 都筑　良子
【福島県】 大野　　敏 
熊坂　寿男 佐藤　敬子 
伏見　美保

【東京都】 髙島　和恵
●東京都①会場

【北海道】 浅利　幸子 
恩田　和子 村上千鶴子 
山根　佳子

【福島県】 有江加代子 
金子富美子

【茨城県】 小林　成行 
髙橋　孝子 中村喜美代 
成田ヨシ子 福田　　文 
矢口　恵子

【栃木県】 岩間　幸子 
熊倉　恵子 棟形さつき

【群馬県】 上原美津代
【埼玉県】 平田　淳子 
吉越由香里

【千葉県】 朝生　真美 
黒澤実千代 小中澤あさみ 
城後　妙子 萩谷　清二 
渡辺　京子

【東京都】 石井　　潔 

３段合格者

　日本連盟は「2018年度（第24期）太極拳初段・２段・３段検定」を、10月20日（土）～21日（日）の那覇市会
場の初段・２段を皮切りに、2019年１月６日まで全国107会場で実施している。
　11月25日までに全国で実施された初段・２段・３段検定には、合計3,434人（初段＝915人、２段1,005人、３段
＝1,514人）が受験し、そのうち合格者総数は2,214人（初段＝787人、２段＝705人、３段＝722人）であった。
　今号では11月25日までに実施された段検定の合格者を名簿にした。12月１日以降実施分の名簿は2019年１月に
掲載する。
　なお、11月25日までの実施分の判定結果は、日本連盟から各都道府県連盟にすでに送付されている。

2018年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」合格者発表【Ⅰ】
10月20日～11月25日　全国71会場での実施分

●東京都②会場
【北海道】 飛鳥井志津子 
佐藤　博子

【秋田県】 齋藤裕美子
【福島県】 大槻志保子
【茨城県】 小澤ゆかり 
川村　裕子 重松　　紘

【栃木県】 青木　悦子 
齋藤惠美子 早乙女昭治 
知久　清美 福富　浩子

【群馬県】 清塚　菊江 
村上　晴子 山田　純子

【埼玉県】 峯岸　照恭 
峯田　久江

【千葉県】 三枝啓一郎 
髙橋としこ 髙橋　弘子 
東條　和子 中谷美智子 
長谷川綾子 堀田扶美子 
真部　春司 真部美佐子 
湯目田鶴子

【東京都】 天野　元晴 
新井　俊子 磯邉佐知子 
大垣和歌子 大島真理子 
大坪　　敬 大野　崇子 
大和田まき子 小熊　幸子 
狩野　雪代 熊井　清陽 
小泉　徳子 古俣　俊男 
所山　浩司 髙日美代子 
橘　　陽司 中山ひとみ 
早川　　明 槇前　千恵 
宮内　徹也 宗像美惠子 
安木さづ子 山崎　憲子 



山﨑　正己
【神奈川県】 石井加代子 
石井　弘子 伊藤　文江 
海老原美代子 越智　典子 
佐藤キイ子 谷村千恵子 
橋本　律子 深井　洋子 
三浦すみ子 村田　和江 
矢島美代子 湯浅　暢子

【山梨県】 久保田昌子 
鈴木すみ子 長沼　松美 
藤本　典子

【新潟県】 五十嵐千津子 
池上　則子 池亀　直美 
一箭恵美子 今井　良江 
大湊ユリ子 佐々木美知子 
杉山　　剛 関矢　啓子 
髙橋　成子 武内　　智 
坪内　　務 船久保麻子 
星野　千代 森尻　政昭 
門馬　光代 山井イツ子 
渡辺　洋子

【長野県】 小澤　正秀 
高沢　文子 塚田　玲子 
塚原　茂子 日極　友美 
平林　継雄 前橋　レミ

【石川県】 浦島　由紀 
太田　由香 高﨑多枝子 
部谷　美紀 宮本　圭子 
山口　洋子 吉村千栄子

【静岡県】 伊藤　欣二 
勝間田純子 佐川ミチ子 
鈴木　正江
●名古屋市会場

【長野県】 小野　礼子 
関　幹子 林　ゆみ子

【石川県】 田村　敏博 
橋本　道子 濱出由利子

【福井県】 児泉　悦子 
小寺　智照 佐藤　陽子

【静岡県】 池島きよの 
池谷　郁江 鈴木　亨子 
田島　嘉子 土屋　良子 
長谷川德子 濵田チエ子 
濵田　直人 堀間　稲子 
望月　恒明

【愛知県】 岡島　洋子 
川北　京美 清澤　公子 

小山　　純 紺野　幸江 
佐藤　　清 佐藤真由美 
鈴木　憲子 鈴木　三代 
髙須　淨子 棚瀬　國雄 
長沢　康子 中谷　和美 
中西　生枝 林　　凭子 
松浦恵美子 吉村　一輝 
吉村　直美

【三重県】 荒木　千浩 
岩田　耕一 太田　悦子 
島村　寿子 杉野　邦彦 
高橋まち子 中川　和香 
西野　敏男 古川　雅美 
松井　美幸 湊　　和徳 
南　千賀子

【岐阜県】 有賀　貞子 
市橋　昌代 岩田　悦子 
加藤　綾子 川後紀美子 
国田　和俊 後藤　哲夫 
棚瀬　　幸 棚瀬　良子 
長瀬美和子 西口　新一 
野倉　初恵 平澤　園子 
望月　和子 吉子　順子
●大阪市①会場

【富山県】 浦野久美子 
畑田　義久

【石川県】 守　八重子
【福井県】 伊東　千春 
小林　敏枝

【三重県】 上野　充由 
籔内　昭子

【滋賀県】 杉澤　悦子 
谷山　清美 藤居　文子 
山口　浩市

【京都府】 漆谷　晶子 
阪口　賀世 西村由美子 
山口　朋子

【大阪府】 飯田　えり 
井倉　通孝 上野真理子 
大木由紀子 奥田　浩美 
川端眞千子 喜多　文男 
木元　啓子 久世　和子 
栗田登美子 紺谷恵美子 
坂口　利香 坂田三八子 
白川　稔子 関　　克子 
竹綱美喜子 田中　洋子 
谷口　敏代 堂城和香子 

中谷　和子 中西　眞一 
中村美千子 西田　照子 
東林　淑子 藤浪　正子 
政野　正子 村田　　健 
山口いずみ 山口　幸子 
山中　良子 山本　由記 
吉永久美子

【兵庫県】 井口　　進 
磯西佐知子 市川　佳子 
大下富美子 大西　龍二 
坂　　　幸 島木　清子 
田原　千春 茶木　晴子 
鶴田　和子 塔筋錬太郎 
冨田八重子 新名　二郎 
花野　宏美 樋口　俊夫 
平山　典子 藤原　耕一 
南　　和子 三宅　幸代 
村上真千代 吉田　みさ 
吉田　良子 渡引　悦子

【奈良県】 勝　　由紀 
阪口　豊子 塚本　初美 
服部　春代 三輪　千佳

【和歌山県】 今林　佳代 
中野　祐治
●大阪市②会場

【石川県】 数馬　行子 
野村　祥子

【福井県】 福岡紀代美
【愛知県】 大岡ひろみ
【滋賀県】 山根美保子
【京都府】 杉本　陽子 
谷川久美子

【大阪府】 石倉　俊哉 
上野　瑞榮 内本　優子 
太田　久代 大橋　昌子 
梶並　利光 木村　昭夫 
熊屋　英子 小林　朱実 
斎藤　公雄 佐々木康子 
佐藤　修一 関川　健一 
竹岡　悦子 伊達　二郎 
田中　順子 田中ゆり子 
寺西　史郎 豊間佐保子 
中嶋るみ子 中原　直美 
中村　恵子 西野　京子 
西野　有香 西村　昌子 
能瀬真由美 桝田　勝子 
村尾　智子 村松　　恵 

大和　照美 山本　保子 
横田　朝子 吉岡　智子 
吉田惠美子 吉村　勝子 
米地紀美子 渡辺　康史

【兵庫県】 阿野　千春 
荒井　雄市 稲角　妙子 
大石　瑞穂 大西　則子 
岡村サヨミ 河南　　昇 
神田　由紀 香西　凉子 
高濱　千鶴 田中　美和 
田渕由美子 生尾　卓子 
春井　裕美 日笠　久美 
藤田　和子 藤田　文吾 
前島ゆかり 前田勇左久 
森本　朱美 山本貴美子

【和歌山県】 玉井　明美 
玉置　和代 平林　実香
●大阪市③会場

【滋賀県】 西川佐知子 
古川　静江 森野ちよ美

【京都府】 河合　美江
【大阪府】 東　　千尋 
今井　澄子 後　冨美子 
内海美由紀 片岡伊佐子 
加藤智香子 田中　安治 
坪田　敬子 西本　直美 
堀中　純子 安井　典子

【兵庫県】 伊藤美恵子 
岩定　　正 岩佐　　環 
上原　房子 大橋　　正 
岡本智江子 落合エツ子 
影山　聡子 木下　優子 
清水　信吾 下妻　珠子 
田窪　悦子 藤司　博子 
長尾美紗子 中塚　宗佑 
橋本　克彦 前田　君江 
森本　　理 山中枝利子 
山根　令義 吉川　充子 
𠮷田　幸代 米谷　英夫

【奈良県】 岡　　典子 
奥出　　栄

【和歌山県】 長坂　佳子 
山本のりこ

【山口県】 三吉　恵子
●大阪市④会場

【石川県】 北村　伸子
【福井県】 應﨑　繁子 



藤田みすず
【滋賀県】 皆見恵美子 
初田　　浩

【京都府】 宮本　裕子
【大阪府】 安達　啓子 
大村伊久雄 蔭山　正子 
末　満智子 外邨　　正 
髙瀬真知子 智原　尚子 
辻　　寛子 土手　洋子 
西田サヨミ 西本　久恵 
廣井　　泉 福島三佳子 
福田　正惠 山神　鎮代 
山下　明美 山下　晴美 
米田　洋子 和田富美子

【兵庫県】 大道久美子 
熊田　春美 小池由紀子 
小林　昭善 阪口　礼子 
阪本　敏美 篠原　順子 
杉本　淳子 長井　ゆみ 
中田智香子 橋場　典子 
藤井香予子 古塚　嘉宏 
南　　明代 三輪さつき 
村川　恵子 森本　準子 
山岸　　徹

【奈良県】 栗山　耕二 
玉井ヒサ子 平井　憲子 
山本由喜子

【和歌山県】 野村　享子 
藤岡　秀代 山本喜久子
●岡山市会場

【兵庫県】 網本かずみ 
北石　道子 髙木　永子 
高木　勅男 原田　勝幸

【鳥取県】 轟木　隆博
【岡山県】 青木眞智子 
石井めぐみ 岡本　初子 
髙馬　貴子 小西　敏弘 
佐々木奎子 高橋　昭子 
髙畑　秋子 田辺　博子 
月見　　睦 七村　晴江 
鍋島　幸子 西藤　美雪 
額田　早苗 林田　佳子 
藤井　厚子 松尾　康子 
見尾　　操 山本貴美子 
山本　敏子 山本　智子

【広島県】 一宮　和浩 
エルドリッジ　キース 大出水悦子 

大久保邦生 川下　美潮 
厚井加代子 小林　光子 
白井佳代子 新開　昌子 
太刀掛妃布美 中島　信子 
中西　紀子 中村　耕一 
二階堂恵子 原田千由子 
松本　文子 山田　孝子 
山本　節子 若月三千恵

【山口県】 鬼塚　吉枝 
渡辺　幸恵
●福岡市①会場

【山口県】 小柴　妙子 
齊藤　勝美 下川　美富 
高山　敦子 西川千香子 
山見りよ子

【福岡県】 石井　幸子 
岩田　和夫 大嶋　國子 
久原　有希 神崎　博子 
齊藤啓伊子 佐藤　悦子 
竹嶋　功人 田中　照美 
中嶋　春江 中園　悦子 
中本　征夫 南部　武秀 
西原　茂子 西原　廣治 
橋本　康代 福島　順子 
古味嘉谷子 渡邉るみ子

【佐賀県】 別頭　照代
【長崎県】 井上美保子 
入江香都子 内野真佐子 
髙谷　　栄 髙谷　記史 
種田恵美子 西山　安子 
濵﨑マサ子 平道　和穂 
廣田真美枝 古川　恵子

【熊本県】 原田　敏子 
本田　孝人 吉田　敬子

【大分県】 安部　英子 
髙橋　惠子 永松　惠美 
中村久美子 前　久美子

【宮崎県】 梅野　法子 
木村　洋子 田﨑　惠子 
水永アツ子

【鹿児島県】 久徳なおみ 
久木田久美 椎原　生子 
德永　弘子

【沖縄県】 大城　栄子
●福岡市②会場

【広島県】 上本　依里 
中村　陽子

【山口県】 柴田阿佐子 
高下　初枝

【福岡県】 石川　洋子 
今村　眞弓 岩永くみ子 
鎌田ユミ子 窪田　信江 
古賀ひろ子 近藤美砂子 
篠原　和子 城後　絹子 
進　　悦子 武田　京子 
寺上　慶子 徳丸かつ代 
中堀　広子 名嶋　照代 
西内美代子 西原　敦子 
浜地　敏弘 原野　早苗 
久松　宜子 藤崎　博美 
藤本　敬子 古谷　勝明 
古谷実千子 待鳥　光世 
松尾　良子 松本　甚六 
御船　峰子 米倉由美子

【佐賀県】 宇野　久子 
大島　敏洋 太田　正子 
田中千代美 玉置美智子 
通山千代子 永田　顕子 
山本　寿子

【長崎県】 坂口　照美 
手島　敦子

【熊本県】 石松　了子 
有働　　實 菊池　博子 
倉原　友子 新垣有美子 
高田　孝子 外村のり子 
松尾　京子 宮﨑　茂子

【大分県】 宇野　栄子 
椎原ヨシヱ 山村　隆子

【宮崎県】 前山　洋子
【鹿児島県】 内門　理惠 
内原　光代 柿元　祐子 
末廣久美子 原　えつ子 
本地よしえ

【沖縄県】 池村　和子 
佐次田定子 當間　恵子 
前原美代子

●札幌市会場
【北海道】 石川　進一 
蝦名　幸恵 小野　祐子 
上井その子 坂巻　美雪 
菅沼　京子 辻脇由美子 
照井　赫子 土手　浩子 

羽部　朝男 藤井　槇子 
藤田　裕子 松原由紀子 
水戸　妙子 守　　祥子 
森本　妙子
●青森市会場

【青森県】 石垣　敬子 
伊藤　陽子 大向　幸子 
木村アイ子 木村　泰子 
佐藤　正子 田中　弘子 
種市りつ子 永澤　幾子 
奈良　節子 西澤　祀子 
野呂　剛司
●山形市会場

【山形県】 大泉　奈美 
小野　立子 平　カヤノ 
芳賀チヨエ 長谷部美津子 
松本愛有美 横尾　　強
●秋田市会場

【秋田県】 青木　恭子 
石井　良子 伊藤　寅夫 
遠藤リチ子 遠藤　良子 
大坂　キヱ 大畠　京子 
大山よしえ 川瀬　京子 
吉川美和子 木村　妙子 
草薙勝太郎 工藤恵三子 
工藤こう子 栗山　明子 
児玉美保子 今野　玲子 
佐々木純子 佐々木玲子 
佐藤　聖子 佐藤　晴子 
佐藤ゆかり 嶌田萬里子 
高橋チイ子 田口　俊子 
武田多鶴子 戸賀瀬さき子 
仁村　道子 藤井のり子 
藤田ミツ子 本間みえ子 
松浦智佳子 三春　恒子 
宮田　洋子 矢野喜美子 
吉田　睦子 綿貫　桃代
●水戸市会場

【茨城県】 青山　君江 
飯島　一彦 猪瀬　　司 
小貫美智子 軽部　澄子 
黒羽　　肇 黒羽　陽子 
駒澤　和子 酒井　栄子 
佐藤　早苗 塩屋美保子 
染谷　澄江 月村　大輔 
寺島　陸子 根本まち子 
平山あけみ 福島　治子 

２段合格者



皆川　桃代 矢口　幸子 
渡辺三枝子
●栃木県鹿沼市会場

【栃木県】 秋山　禎一 
阿部　文子 天野　正宣 
新井　善行 石橋　邦子 
伊東美奈子 大竹ユウ子 
大橋　悦子 栗栖　友美 
小林　和子 杉山いく子 
関谷　幹子 平　　末子 
津久井惠子 戸村　和美 
松下　明博 回谷　文子 
横山美沙子

【群馬県】 久保田富二
●高崎市会場

【群馬県】 藍澤　和夫 
荒井　　孝 新井原則子 
桐生　育恵 桒原　啓子 
菅原千惠子 関口八千代 
髙橋　祐子 谷越　浩江 
遠山　幸男 中澤　悦子 
中島　和枝 中村　洋子 
西川　早苗 西川むつ美 
長谷川好男 細井　光博 
丸山　信子 宮﨑　厚子 
宮前　宗平 山岸カネ子 
山岸　律子

【埼玉県】 秋本　和文 
須藤　敏子 林　　利廣 
山田　文子

【新潟県】 篠原　浩子
●さいたま市会場

【栃木県】 稲葉美知代
【埼玉県】 天粕　一男 
飯田　桂子 石井　照美 
石井　政樹 磯貝　初子 
磯部みちよ 岩崎　勝政 
梅原　和子 遠藤みつ子 
大図　博之 大西美惠子 
大山　好惠 雄賀多一夫 
加賀　惠子 春日　利香 
勝畑美佐子 加藤　友美 
上国料あや子 河村真理子 
菅野　忠勝 佐々木憲一 
嶋野　　薫 菅原　　隆 
須藤とみ子 角田　隆雄 
曽根　昭子 千葉　弘子 

塚本　洋子 友田　賢子 
豊田　宏夫 中村　信子 
橋本　信雄 長谷川　章 
林　　澄江 原田　京子 
東　さおり 日向野君子 
平野みつ江 福井まつ子 
保坂真理子 松木　幸子 
松田　絹代 三田　潤子 
森川　和代 森村　文子 
山下ますみ 山野井繭美 
横田和貴子 若野　博喜

【東京都】 阿部　美織 
伊藤　治子 佐藤　京子 
三島　　貴
●綾瀬市会場

【神奈川県】 相原美和子 
青木あゆみ 阿部　敏世 
石口　政樹 和泉　　正 
和泉三恵子 市田由美子 
今井　　勤 上村ユミ子 
内野　稔識 太田　久栄 
大橋　恒子 大森キエ子 
小川惠美子 尾崎恵美子 
尾白　佳隆 苅部エツ子 
河上　啓治 川崎　　香 
川村紀佐子 倉島　君枝 
今　　常義 斎藤　君子 
相良たか子 篠原　繁雄 
清水　宜子 清水　雅子 
杉山久美子 鈴木　聖貢 
田岡サダ子 高梨由希子 
田口　公子 立田　道子 
照屋美恵子 藤栄　和子 
内藤　成子 長澤　　晃 
長島　和代 中西　　寛 
中村千代子 中村　雅子 
二本木英子 橋口　奈緒 
橋本　洋子 平林　秋姫 
平本　富雄 福島　紀一 
藤﨑ヒロ子 星　　恵子 
増田亜寿美 松岡　快則 
松沼うる美 宮本　智司 
幸　奈津子 茂木　寿代 
森川　節子 矢野　祥子 
山崎　和彦 山下　慶恵 
山田　敬子 横関　捷二 
吉田健太郎 吉村光壽恵 

渡辺美恵子 渡辺　亮子
●山梨県笛吹市会場

【山梨県】 石川　静美 
猪股　幸江 井花　　清 
井花みち代 春日　静子 
川口富貴子 川崎　敏朗 
窪田　弘枝 髙坂　純子 
高坂　忠行 五味　豊子 
中島　民子 羽田　直子 
向井知恵子 矢頭　美咲 
若林恵梨香
●新潟市会場

【新潟県】 飯田萬里子 
磯貝　文代 板橋　展子 
今川　登美 梅田　都 
江村　倶子 大町　亜也 
大桃　昭雄 大桃　和子 
岡本　京子 小川　文江 
小柳　廣子 金勝　哲夫 
金谷　秀子 解良　洋子 
小出偉里子 小沼美佐子 
小林トミ子 小林みち子 
小室　照二 斉藤　チヨ 
佐野　朝子 髙田由美子 
髙橋千恵子 田村　絹代 
外山美代子 永井　直子 
中須　節子 中野　敏子 
成瀬　陽子 生野　葉香 
羽賀　　正 長谷川恵子 
平井　　薫 廣井　春代 
古木　江美 丸山加代子 
山家　正子 山田　幸子 
山中ひとみ 吉田　　茂 
吉田　陽子 米山千代江
●長野市会場

【長野県】 青木　豊夫 
浅井　孝子 洗　みさ子 
一本鎗育江 大島　佳子 
岡澤　信行 荻原　恭子 
折橋　玲子 久保田あき子 
倉澤きくみ 郷津江梨子 
小林　勇雄 小林千恵子 
渋谷麻理子 関根美智子 
玉井恵美子 土屋　久江 
冨澤　喜雄 仲田小太郎 
中野　勝治 野村ゆか里 
原山　尚子 舟田　弘子 

町田　友子 望月美南子 
本川　佳幸 矢嶋　節子 
矢野　啓子 山崎　優子 
湯本　一枝 依田　裕子
●富山市会場

【富山県】 浅野　　修 
石田　　保 今井　憲之 
太田久美子 大坪かず子 
金森　尚子 壁山　由美 
髙塚美代子 谷上　澄子 
谷川　勝美 谷　　遵子 
布目　淑美 林　　恵子 
林　　　博 東山　文子 
日俣奈津代 福田　泰子 
福冨　幹夫 堀　　直子 
前　　洋子 諸我　　哲
●福井県鯖江市会場

【福井県】 井筒　典子 
小木　　進 鈴木りゅう子 
高間　清江 田近　光枝 
巽　　俊一 富田富貴子 
藤井スミ子 前田　孝子 
水谷二三枝 森山　育郎 
矢崎かつ子 山﨑　麗子 
山田　隆志 山本　典子
●岐阜県北方町会場

【岐阜県】 青木　明子 
浅野紀代子 伊佐地八枝子 
鵜飼　尚子 臼田　大造 
大嶋　絹代 岡　佐代子 
小田川美知代 小野寺　実 
笠井　久子 梶野　君代 
加藤　郁代 加納佐千代 
釜屋　茂美 興梠　律子 
小林　順子 柴田　悦子 
清水　維子 杉原由美子 
鈴木　俊文 鈴木ゆみこ 
髙野賀代子 田口　広美 
棚橋　好子 中神　　定 
西本まゆ美 長谷川裕枝 
春成　浩治 藤井　美子 
細江　節子 松本　景子 
水口佐代子 宮本　久子 
山田　由美 若松　伸自 
若山　朱美
●野洲市会場

【滋賀県】 今村美代子 



上原　博子 加藤伊佐美 
川崎　啓子 小杉　一子 
駒井　安子 瀬戸みさ江 
谷口亜寿美 八木千惠美
●神戸市会場

【兵庫県】 赤松　公子 
足立　速美 穴口　和美 
有安　光子 井関　博文 
今川　恵子 上田　浩子 
臼井　惠子 内海　久志 
宇仁菅一雄 尾崎三枝子 
織田　訓代 角石　理和 
笠井　澄子 金﨑佐知代 
金﨑　正則 鎌田　美奈 
杵築　栄子 木庭　桃子 
木下　道子 窪田伊都子 
栗田　礼子 黒崎登志子 
小林　正子 小林　陽子 
言上　栄子 嵯峨　忠一 
佐藤　啓子 佐藤ミヨ子 
芝　　久美 庄子三千代 
鈴木　和子 鈴木　孝子 
隅田　淳子 田賀久美恵 
髙濱　明子 竹内　良子 
竹村　乙女 田下とよ子 
谷口　智子 津田　孝司 
出水　益美 藤後　栄子 
冨田　和美 中井千津子 
中木　弘子 永山　照子 
浪本美砂子 西垣利栄子 
西中　 子 西中満寿子 
西山あき子 野久尾久子 
羽山　廣信 春井　良雄 
姫野　清子 福原　佳子 
前岸　和子 前田　広美 
前田　正明 松岡　久恵 
松葉　博明 松本　勝子 
道端　　實 宮坂たづ子 
宮﨑　記子 森口冨士子 
森田　瑠美 八尾栄利子 
安平　八永 山内　春代 
山口　　明 山田　千秋 
山野　綾子 山本富喜代 
吉田　郁子 吉田　　薫 
吉田　　幸 米田　安宏 
若松　和子 鷲尾　浜子 
渡部世志恵

●和歌山市会場
【和歌山県】 磯部　知子 
岡崎　　愛 岡本　有夏 
金森美智子 川島　和則 
五木田佳世子 高尾　圭泰 
竹田千穂子 立野磨由美 
玉置　奈緒 土井　雅子 
林　　陽子 薮下加津代 
和田恵美子
●岡山市会場

【島根県】 土江　恵子
【岡山県】 池田　恭子 
石井　京子 亀井　康惠 
河上　享子 小林佐恵子 
坂本　京子 佐藤　仁美 
瀧　　幸子 武川美代子 
土倉　光子 鳥越　明美 
中田　優子 中野　和枝 
七村　由比 野山　義男 
橋本　節子 広恒　裕美 
福田　朋子 藤澤いづみ 
藤原　由紀 牧野　敬子 
三宅　恵子 村田　純子 
横畑　智子 渡辺　育子
●高松市会場

【香川県】 鎌田　暁美 
谷　　小里 玉井　義明 
藤井　一榮 村上　淑江 
山田美枝子
●松山市会場

【愛媛県】 島田　裕子 
西原伊津子
●高知市会場

【高知県】 入交　矩子 
岡原　　真 土居　和世 
巴　　博子 萩野　京子 
福留　建夫 森田　郁子 
吉永　さち
●福岡市会場

【福岡県】 秋丸　博敏 
石橋　定美 一ノ瀬誘子 
伊藤　介瀚 岩橋　俊子 
大倉　あき 大佐古伸次 
太田喜久子 川原　寿江 
北村美佐子 木下さとみ 
黒田　昭夫 小金丸和代 
近藤　公平 堺　扶二子 

佐野恵美子 重松　詠子 
清水　祥子 首藤　英子 
調　眞知子 末藤　順子 
鈴木　公明 鈴村　節子 
園田　節子 高橋　早苗 
立木　裕子 田中　律子 
田邉健次郎 徳重　嘉子 
中尾ひろ子 永末　欣一 
中野　德一 中村真由美 
鍋藤ゆう子 西村　和則 
二瓶　マリ 原田眞由美 
福島　玲子 藤山紀代子 
藤山　佳子 前田　陽子 
松浦　朋子 松﨑　嘉美 
松田　玲子 松山　範子 
皆川美穂子 村上　義秀
●佐賀市会場

【佐賀県】 泉　　晴美 
出　　道子 井上　和代 
井上みゆき 今村　靖代 
川崎美砂子 木原　師子 
小島　芳枝 小松真智子 
永渕　淳子 福田クメノ 
真鍋真由美 村山さと子
●佐世保市会場

【長崎県】 麻生美代子 
天羽　美鈴 江上　静枝 
大久保文子 鴨川　昭代 
古賀千恵子 古場三代子 
小松　桂子 小松屋浩子 
坂口紀美子 相田　憲子 
立部　惠子 永松　公代 
早崎美千子 林　由美子 
東田　幸雄 百武れい子 
古川登美子 古野　明子 
前田眞理子 松尾　公明 
松尾ミツ子 森田　剛一 
森田　直美 吉原恵美子 
渡辺　政喜
●熊本市会場

【熊本県】 飯田　隆俊 
今田　和美 岩崎　良祐 
大島美帆子 佐藤　サワ 
佐藤　友子 白石真由美 
田形由紀子 立山　詳子 
田中　文代 堤　　済夫 
戸畑　敏子 中村むつみ 

野島　育夫 鉾之原美代子 
本田　義高 山口　信子 
吉川　映子 吉川　忠寛 
渡邊　郁子
●別府市会場

【大分県】 安部　晴美 
板井　正直 岩佐　礼子 
衞藤久美子 大鶴かずみ 
川野　健一 桑野　弥生 
西　　貞子 野田　明美 
羽田野統慶 日小田ケイ子 
真部八重子 御前　恵子
●宮崎市会場

【宮崎県】 大賀　春枝 
緒方千惠子 小川　恵理 
金丸　直美 児玉せい子 
佐藤　洋子 土肥　英子 
長友　啓子 畑中　泰子 
山崎佐代子 渡辺　道子
●那覇市会場

【沖縄県】 阿波根末子 
兼城　詔子 下地　　栄 
城間かよ子 仲村　盛吉 
深瀬　愛子 諸見里恵子 
屋宜ひろみ 和宇慶ひとみ

●札幌市会場
【北海道】 磯貝　累子 
岡野美恵子 上ケ嶋郁恵 
神田世志乃 北村　泰二 
小口美智代 小松　裕二 
佐藤　直子 菅井美記子 
鈴木　景子 竹内キミヱ 
竪月三樹子 塚本　暁子 
中谷希惠子 奈良　美穂 
藤原　智子 堀江　誠一 
牧　美枝子 水本　由子 
宮川　和彦 村山　幸子 
森谷　裕子 門馬　邦子 
山本　信良
●青森市会場

【青森県】 秋元眞紀子 
岩間　美友 太田　正子 
小笠原　守 風晴　正則 
加福　祥子 川﨑　牧子 
川嶋はれみ 熊谷　一敏

初段合格者



倉内　弘子 坂本　明子 
徳田まゆみ 乗田　恵子 
野呂　麻子 福士　幸子 
三原八重子 村上　敏光 
八木橋智美 山形　敬子 
山田まゆり 吉崎　昌子
●秋田市会場

【秋田県】 赤倉　　薫 
安藤　勝明 安倍伊都子 
石川　育子 今川　　薫 
大沼　定男 小原　リキ 
織江　聖子 加藤千惠子 
加納　敬三 河村　勝子 
工藤兼雄美 佐々木文博 
佐藤　芳子 清水美智子 
田中　鈴子 戸村千鶴子 
中川　瑞穂 永沢　政子 
長谷川淳子 服部　信子 
宮原千栄子 八柳　正子 
山形二三子 山崎　裕子 
渡邉　成子 渡部　雪子
●山形市会場

【山形県】 小野美知子 
髙橋智栄子 髙山　玲子 
飛田　信子 森谷　陽子 
吉田真理子
●水戸市会場

【茨城県】 池畠　雪子 
梅山　泰美 大山久美子 
小澤たか子 工藤　龍一 
申　　光石 新藤　律子 
杉本　幸子 杉本　優子 
月村　　博 寺前　澄江 
豊田　尚子 増尾　陽子 
山本　博康 淀名和　享
●栃木県鹿沼市会場

【栃木県】 新井　洋子 
伊澤ミチエ 石田　愛子 
上野　幸司 海老原君江 
奥津　敬子 落合　孝行 
片岡　二枝 加藤あつ子 
菊地　憲寿 菊池さえ子 
菊地　令子 木村　範子 
京極　　文 倉澤　房子 
栗原多江子 黒田　和正 
小島　啓子 小林　　泉 
坂田　　實 澤村　洋子 

須黒美恵子 須齋　和子 
鈴木　　清 鈴木　トミ 
須田　陽子 髙橋千恵子 
田口　佳男 立川　和子 
中根　ふみ 畠山　春男 
八森しづゑ 平久井和子 
廣瀬八重子 深野木一枝 
福田　和巳 美谷　光代 
宮本　雅次 村上　文恵 
吉田粉視円 和田かおり
●高崎市会場

【群馬県】 飯山　悦子 
伊藤　信枝 今泉香代子 
臼田　雅子 遠藤　洋子 
大田和傳次 岡本千惠子 
掛川　君枝 金澤伊代子 
鹿沼　秀子 川田　節子 
木下賢一郎 小林　洋子 
斎藤かづ子 酒井　博美 
酒井　礼子 坂上　　稔 
佐藤　邦子 佐藤　力夫 
清水　和美 城聞　昭男 
住谷　康子 髙野　惠子 
高橋　　誠 中里　容子 
中園百合子 西川　典子 
西澤真規子 福島美枝子 
堀田喜代子 前田　惠子 
松村　郁子 松村　　建 
丸山けい子 茂木　利子

【埼玉県】 角田　浩治 
本田よ志子
●千葉市会場

【茨城県】 今井ひろみ 
小菅　寿美 鈴木　　守

【千葉県】 家﨑　玲子 
出沼　惠子 今井　正弘 
牛窪　和男 江藤　　幸 
江波戸一敏 江波戸美和子 
大亀　京子 大坂　英夫 
岡松美津子 金井　君行 
神谷きみ子 熊谷　　恵 
齋藤日出子 佐々木隆郎 
椙本　智子 杉本　照子 
鈴木　正一 瀬上　清司 
高橋　良彰 田中　悦子 
田端　律子 塚瀬　里美 
鴇田　道子 豊田　英臣 

中村　　暎 西村ミワ子 
野上より子 林　　茂代 
平手よね子 古館　秀讓 
孫田きよみ 宮本ひろ子 
山口　正高 山口　祐子 
渡辺　　功

【東京都】 伊藤　欣哉
●大和市会場

【神奈川県】 秋葉　　均 
阿由葉純子 池田美樹子 
市塚　信男 市村　マサ 
伊藤由利子 井上美佐子 
ウォーカー美子 内田　　愛
内田加代子 及川ふみ子
大嶺　　昭 小川　美紀
荻原佐江子 奥山　宏幸
小梛　繁之 回　　　莉
笠原　時次 笠間　　栄
柏木　幸江 加藤　邦子
加藤　恒子 木戸　美哉
草彅　光子 倉邉美智恵
榑井　理香 紅林　麻里
小池　文章 小島　御園
木庭美栄子 小松　惠子
近野　　廣 齊藤　和子
笹野　愛子 雫内　明夫
下野　庸子 庄司　康子
菅原　　信 鈴木紀美恵
鈴木智賀子 須藤　政行
武田　鷹士 田中　　薫
土屋　姜子 都築智惠子
出口　妙子 土居カヅヨ
東藤　涼子 徳田由美子
中川　貴子 西形惠美子
萩原　直子 間　みち子
畠山　道江 深津伊佐美
深谷　友加 福田　怜子
細川　厚美 堀部　友子
増本　弥生 松田　米子
松原喜代子 見上ふじ江
水越　威人 宮本　宏子
村松　国男 茂泉万里子
望月満池子 安岡貴美子
柳瀨　春夫 山内　美香
山賀　蓉子 山来　武夫
山口　花惠 山田　京子
山邊　清子 山本喜美江

横山　セツ 吉崎由美子 
吉村るみ子 若澤　伸子 
渡辺　愛子 渡邊　健二

【静岡県】 山川　順子
●甲府市会場

【山梨県】 浅川　寿子 
浅野　光子 網野　好美 
飯沼　若江 上嶋　京子 
金山知恵子 功刀　幸子 
久保田千鶴子 小林千恵子 
笹之池千秋 佐野　洋子 
潮田　好子 杉田　典子 
田中　弘美 丸山ひで子 
森本　美嘉 米山　昭子 
渡辺　孝義
●新潟市会場

【新潟県】 安達　浩子 
阿部　淳子 阿部　由美 
井川　　淳 位下　純子 
石黒　明徳 磯沼　恭子 
今泉　　孝 今村　　敏 
梅本　洋子 大久保順子 
加藤　雅一 小山由紀恵 
坂上　道一 坂本　智子 
澤田　邦子 菅　　　優 
高橋　郁子 髙橋　悦子 
髙橋　貞子 橘　　さち 
鶴木　玲子 遠間　俊司 
中野　正子 早川千衣子 
坂内　真理 比護とも子 
平野　絹枝 藤田　信雄 
箕輪美恵子 宮島　道代 
山崎　詩子 山崎　晴代
●富山市会場

【富山県】 東　あゆみ 
荒瀬　暢子 池田　珠紀 
上野　　章 太田　達男 
清澤　昌代 澤田　　彰 
鷹西　睦子 田邉冨士子 
辻井　明美 長岡　正子 
中川　榮子 成瀬外喜子 
野村美恵子 平野　祥子 
水野　裕子 吉岡　博司 
●越前市会場

【福井県】 稲　　洋子 
大久保和美 笠嶋奈穂子 
川西ひろみ 川西　美紀 



川村　彰江 木下　恵理 
古宮　輝忠 櫻井　和美 
島　　真弓 新宅　信貞 
高瀬　雅代 林　　明久 
光森　久幸 向　　純子 
山田　良子
●津市会場

【三重県】 生駒　和登 
上杉　厚子 宇陀由美子 
大西美代子 大野芙美子 
奥山　仁美 木村美枝子 
鈴木　浩子 高橋　秀子 
谷口　　幸 刀根　幸子 
中村　幹彦 西川　真生 
沼　　　茂 橋本　光正 
橋本　有美 福井　敏彦 
細野　合孝 細野　正也 
向井　佳子 望木　規子 
山岡　恭子 山本　雅之 
●各務原市会場

【岐阜県】 青木由美子 
安藤　一夫 石原　和子 
井島　公子 小栗八重美 
小里　英夫 川瀬真久朝 
粂川　良子 小寺　　恵 
小林　和子 白木三津子 
鈴木　保子 高橋　佳子 
竹中真奈美 田中　幸子 
土屋ひろ子 仲野真利子 
中野　妙照 西川久美子 
服部美智子 早野　貴子 
藤原あづさ 松田　章子 
三浦　祥行 山根　洋子
●野洲市会場

【滋賀県】 井口　久恵 
石居あい子 石田　厚子 
植田　文子 奥田　町子 
蒲生さちよ 佐藤佐惠子 
佐藤美知代 中川登紀子 
中山　浩一 秦　真由美 
深尾　紀子 本庄　登代 
前田由加里 丸井　一成 
森上　早苗 山嵜　純子 
山本久美子
●京都市会場

【京都府】 上野　咲子 
植野不二子 浦野　太平 

大川　幸子 大原美智子 
岡﨑　道子 緒方美恵子 
笠次　武男 北村　智子 
清川　和男 工藤　陽子 
近藤　雅子 才木　富子 
澤田　恵子 澤田　共子 
清水　綾子 髙谷美由貴 
髙橋　容子 田中　恵里 
壺井　洋子 徳倉　正宏 
名嘉山千晶 西村　早苗 
野田たつ江 延田真理子 
橋詰　兼子 服部　千早 
黄　　珉淑 深川　邦雄 
藤川　博子 藤木　啓子 
藤田小夜子 古川　茂子 
古橋　弘美 堀　　友子 
松村　和子 三重　　剛 
三島　文夫 三島真知子 
矢野　鈴枝 山岡　和代 
山田　伊宏 山本　佳子
●西宮市会場

【兵庫県】 芦谷　豊美 
新井　洋美 安藤　和子 
飯野　泰夫 井岡　宏美 
池上　典子 池上　光代 
石上　和幸 石丸郁久枝 
石動　優子 伊藤　安子 
稲山　友代 井上　則子 
井上　晴美 井上　吉夫 
今井佳世子 今川　和夫 
岩城　安恵 岩松真樹子 
上垣　幸代 上田　和子 
上田　洋子 上野タツ子 
魚谷　文清 江口　俊子 
大津　昌子 岡村　久一 
岡本　哲子 奥村　啓子 
柏原みどり 柏原　　豊 
加藤　久子 加藤　嘉信 
金山　悦子 鎌田　秀秋 
神谷　重満 河合　憲子 
川島真智子 木下　俊昭 
木本　洋子 桐原　好子 
久保小百合 小島　清美 
児嶋　　繁 小山　　猛 
阪上　敏子 坂本　恵子 
坂本　由利 坂本　善寛 
佐々木和枝 佐藤さおり 

佐藤　俊之 更谷　周重 
志水　延子 霜下　卓男 
下村　絹代 庄司えみ子 
徐　　智文 菅　美恵子 
角田　史子 髙安　大介 
竹内　弘征 武木田淳子 
竹下由紀子 武田　英二 
竹中　孝子 田路　豪昭 
田中　和子 田中　正子 
田村　照子 続木みのり 
津村　良子 戸井みさを 
徳平　恭子 冨田　知子 
豊田　　稔 中川　慶子 
中島　　進 中舎　惠子 
中田さよ子 中田みどり 
中塚久美子 中西　昭子 
中野美江香 中本　　
西尾　陽子 西垣　律子 
根本　利美 野走　英美 
乘立　嘉郎 八方利恵子 
林　知世子 原口　　憲 
坂東あつ子 東　　京子 
姫田　洽美 福永　弘子 
藤井　圭子 藤本　　豊 
藤原　慶子 藤原由利子 
本田　恭子 松井　　勉 
松野　　功 松本くみ子 
松本百合子 圓尾　義郎 
満田　順子 南谷貴美子 
三原　秀子 武藤美惠子 
森田八栄子 安留　睦江 
矢田　佳枝 山内　和子 
山崎　和人 山城　淑子 
山村久美子 山本　　清 
山本　素子 横山　啓子 
吉田ちあき 梁　　秋敏 
渡部　夕子
●奈良県王寺町会場

【奈良県】 香月　千里 
木村　生江 榊原　慶子 
杉本　容子 田中三千夫 
中尾　　勉 中川壽美子 
西河　一子 福田　佳代 
富家　康博 間口　公子 
松山　和代 山岸千江美 
山下多美子

●和歌山市会場
【和歌山県】 伊沢　啓子 
上田眞須美 大地　　博 
金田三千代 川口　公子 
楠見　早苗 林　　千代 
前川久美子 前川　豊己 
松井　伸子 松岡　恭子 
松岡　　進 松原　惠子 
松本千永子 三浦　恒美 
森井美喜子 山本　正明 
山本　真美 米田早予子
●岡山市会場

【島根県】 福間　久光
【岡山県】 石原　道恵 
伊藤　容子 井上　正志 
今田千恵子 岡田　京子 
海山かおる 勝山美枝子 
加藤　明子 金島　美惠 
川上　秀美 木内　　都 
小林　啓子 近藤　映子 
下村　富雄 下村　　恵 
鷹家　満子 伊達　研吾 
鳥越　愛子 鳥越　揄一 
濱田　倫匡 藤井　隆行 
藤田　康悦 藤森恵美子 
藤原　直子 山木　清子 
弓取伊津子 渡邉　初美
●山口県下松市会場

【山口県】 秋本　純恵 
浅谷亜由美 家田　容一 
井口　　潤 井口　　緑 
河本千賀子 久代　妙子 
塩原　隆久 進藤　大嗣 
武内　恭子 竹中　美枝 
仲田紀美子 原　　昌子 
平井　知代 藤井美惠子 
村田　俊子 山本　正士
●松山市会場

【愛媛県】 小笠原淳子 
西原タミ子
●高知市会場

【高知県】 小田　尋子 
髙橋　英子 藤川　　愛 
三井　利江 山本　知加
●佐世保市会場

【長崎県】 芦澤由美子 
粟村　紀子 石原　優子 



伊藤美智子 井上　幸子 
岩坪加代子 植松みゆき 
尾﨑利留子 川久保美由紀 
北御門珠美 鍬取惠美子 
酒井　雅子 志水　洋子 
角　　勝子 瀬戸口峰子 
宗　　豊子 堤　　順子 
時枝　洋美 富田　文子 
豊嶋　義勝 永尾　享子 
永野　智子 中村　芳子 
西村　恵子 早川賢太郎 
平松　郁子 寶亀　洋子 
前川　清美 増田　和子 
山下　フヂ 吉野美佐子

●佐賀市会場
【福岡県】 辻野　美幸 
三船　千香

【佐賀県】 伊藤　鶴子 
今村千惠子 梶原　惠子 
川崎　典子 川添　京子 
松隈　勧治 牟田　政友 
森　　秀機 吉田　牧代
●熊本市会場

【熊本県】 岩岡けい子 
大林　美紀 大廣　秀茂 
榊　　俊寛 竹下　成子 
田尻　和子 冨田　幸代 
本田由井子 山崎美恵子 

山部まゆみ 渡邉　清子
●別府市会場

【大分県】 今村　良子 
岩男アケミ 小野　利江 
梶原　登美 佐藤ミヨ子 
髙倉　悦子 竹内　裕子 
成迫　洋子 松浪　眞美 
森迫アヤ子 安松　潤治 
横山つね子
●宮崎市会場

【宮崎県】 一政淳一郎 
甲斐由貴子 黒木　敦子
清家　仁美

●鹿児島市会場
【鹿児島県】 有川　啓子 
上迫さゆり 唐鎌　重基 
小濵　瑞子 下津　　護 
徳永　廣子 中島　妙子 
長田　利子 西木場隆郎 
堀之内むつ子 吉見　久枝
●那覇市会場

【沖縄県】 新垣　弘子 
新田　文子 井上佐智子 
岸本　房子 具志堅ナエ子 
榮　　正子 城間　恵子 
當眞　光子 平田　洋子 
外間　和子




