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2019年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」合格者発表【Ⅱ】
2019年12月 1 日～22日　全国39会場での実施分

合 格 者 名 簿〔Ⅱ〕2019年12月1日～22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

●蓮田市会場
【茨城県】 恒岡　朋代
【千葉県】 坂口　一郎 
髙田　淑子

【栃木県】 小川　惠子 
下重　厚子 髙橋　慎一

【群馬県】 石田　弘子 
板橋　高子 梅原　明子 
大﨑　正枝 髙野　勝征 
関　けい子 髙橋　幸子 
髙橋　雅子 長坂　　守 
深澤　康枝 古市　文子

【埼玉県】 秋永　悦子 
伊藤　鈴子 猪股恵美子 
入江　淳一 榎本紀代子 
大野　泰史 大場　規行 
金井　惠子 亀井　統子 
河田美智子 窪山　順子 
向後由紀子 後藤ひろみ 
斎藤久美子 竹内シゲ子 
田村美佐子 中嶋　良子 
永原　和代 古池八代江 
保坂真理子 増田　利子
●東京都③会場

【福島県】 大原　悦子
【茨城県】 梅原　保子 
大内　幸枝 上倉　修一 
酒井　栄子 佐藤　早苗 
山口　芳子 山田　幸子

山嵜　達夫 山﨑ちよ子 
米山　孝子

【富山県】 佐野　美幸 
三澤　弘美 宮永　信枝

【静岡県】 若神子美知子
●岡山市会場

【鳥取県】 磯田　潤吉 
川部　良美 岡本　澄子

【岡山県】 安藤　裕美 
猪原　詔子 小笠原智子 
小柳　裕美 下須賀光子 
平　　和子 髙木　祐子 
土師　裕子 林　　美保 
原田　友子 伴　　展子 
藤川　恭子 三宅　愛子 
三宅佐知子 三宅　幹子

【広島県】 石本　道文 
大塚　雄子 影山八重子 
梶原　紀代 方山　政子 
木村　幸子 児山　洋子 
堺　　朱美 酒井　正子 
坂田　律子 佐藤　桂子 
塩原美保子 田中　福美 
中越トモ子 西岡　儀文 
濱田美津子 藤村　洋子 
船守多香子 舛田　　恵 
松場由美子 三原サツキ 
吉浦　正樹

【山口県】 塩原美保子
●高松市会場

【広島県】 藤川　敏子

【栃木県】 森　えり子
【群馬県】 佐藤　桂子 
佐藤　由紀 関根千恵子 
富樫紀代子 山本まつ代

【埼玉県】 佐藤みどり 
中野　良子 萩野　輝代 
山岸　香江

【千葉県】 上杉　清仁 
植村　眞弓 菅野真由美 
鈴木　トキ 戴　　胤伊 
唯島恵美子 戸塚利津子 
橋本　容子 松平　紀子

【東京都】 浅田　昭司 
浅野　博子 神原ひとみ 
道祖尾桂子 志田原嘉子 
下村　信子 寺井　啓子 
西山みどり 村上　慈子 
安井いづみ

【神奈川県】 サファリアン エラヘ 
新山みつる 豊田　　裕 
長澤　千鶴 森下寿美子

【新潟県】 五十嵐　仁 
大町　亜也 小柳　廣子 
笠井　榮子 木下まゆみ 
齊藤　久子 髙野　祥子 
永井　直子 堀内三枝子 
堀江　昭子 吉田　陽子

【長野県】 赤廣まり子 
上島　陽子 小松　京子 
滝澤　繁樹 玉川まゆみ 
塚田　孝子 松下　要子 

３段合格者 【香川県】 安田　瑞穂 
林　恵美子 森　　裕美

【徳島県】 天羽　恵子 
笠野　園栄 澤井　英子
豊原　勝子 福田　梅子

【高知県】 山本　尚美

●盛岡市会場
【岩手県】 荒巻　広美 
泉山　和子 小田島康雄 
小原　義和 菊池美智子 
佐々木百合子 澤藤トキ子 
十文字明日美 竹田　智子 
舘下　正幸 舘下マリア 
中村裕美子 藤澤イナ子 
藤野　敏男 水野　直子 
水戸　和憲 宮崎　容子 
和野　千恵

【宮城県】 ブシャー シルベ
●福島市会場

【福島県】 歌川のり子 
大橋更太郎 大和田宗子 
齊藤　一枝 清水　陽子 
鈴木美和子 鈴木　玲子 
髙野　一美 蓮沼　幹子 
松本　和子 八巻ゆかり 
蓬田　昭子
●千葉市会場

【茨城県】 今井ひろみ 
小菅　寿美

２段合格者
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【千葉県】 池田　季子 
出沼　惠子 牛窪　和男 
大坂　英夫 小河原　延 
加藤　秀子 北島萬喜子 
篠田　美枝 杉本　照子 
瀬上　清司 田端　律子 
土谷　明彦 坪井　幸恵 
中村　　暎 花嶋　和子 
堀　　義雄 前原　慶輔 
丸山　良孝 宮本ひろ子 
山口　祐子 山野邊佳利 
渡辺　　功
●東京都会場

【茨城県】 飯塚　幸男
【埼玉県】 折原　芳枝
【千葉県】 寺山　詳一
【東京都】 浅川　千秋 
石田　聖子 井上　和子 
猪倉　寿子 今泉　悦子 
今井　　環 岩下　洋子 
海野　明元 梅沢多賀子 
江川　一枝 海老澤富彦 
大橋　　学 小川　定雄 
笠島　直美 笠貫　千恵 
柏木　玲子 加藤　範子 
川島　真弓 菊田　　愛 
木越みどり 北島　美鈴 
北村　泉子 紀藤　裕子 
木村　　純 工藤　哲也 
紅林　道枝 小出　進一 
斉藤　　恵 斎藤　由美 
坂根　聚一 佐藤　清美 
佐藤　由利 佐藤　律子 
澤頭　洋子 柴田　敬子 
ジョリヴェ ミュリエル 新屋加代子 
瀬川富智子 髙田　靖夫 
髙田　康行 田口　純子 
太刀掛照善 太刀掛信子 
田中　月子 谷中　郁子 
寺田　暢子 冨岡　靖史 
豊田ゆう子 中下　純子 
西島　ナナ 野﨑満美子 
原　　訓子 平田　照子 
藤岡　慶久 堀内　桂子 
松井　啓子 松井　　猛 
松村久美子 松本　　円 
水上　　誠 水野　未己 

山田　郁子
【神奈川県】 大塚　律子 
中山　充子 宮本　敦史
●甲府市会場

【山梨県】 石井　君代
奥脇　広美 川村　千穂 
小泉ゆう子 志村美斗志 
瀧本　智子 津金　孝子 
広野　貞美 武藤千鶴子
●長野市会場

【長野県】 朝日　賢一 
石坂　妙子 市川　初美 
岩原　和江 内山久美子 
樫平竜一郎 上島二三子 
小林　恵子 小松　孝子 
下原こづ江 鈴木けい子 
関　やす子 竹腰　節子 
手塚　貴子 丹生山芳子 
細川　勝好 三澤加代子 
南原千代子 宮入　典子 
山浦　公子 山口　和子 
山本しま子 横田　千景
●金沢市会場

【石川県】 天内　喜子 
木村　一嗣 武田裕里江 
得永　静江 中山　惠子 
西村　綾子 林　　紀明 
日野　　裕 平野　久晴 
細田　順一 本田　明人 
松田眞里子 松村　利子 
松本　　健 若狭　絹代
●富山市会場

【富山県】 有澤　和美 
大島　雅子 神田　優子 
黒田　義信 坂田　朝子 
塩原　春美 杉木千栄子 
塚田　美雪 辻井　明美 
辻澤　哲治

【石川県】 松田　敬子
●名古屋市会場

【静岡県】 山田美智代
【愛知県】 安藤　淑恵 
今泉　啓子 片岡実千穂 
紙　久三子 近藤　陽子 
新谷　高弘 中村　鏡子 
丹羽　由季 平野新太郎 
八木　　香

【三重県】 大野芙美子
●津市会場

【三重県】 浅井　　寿 
生駒　和登 石井由利子 
大久保よしみ 木村美枝子 
興梠　文子 清水　知子 
杉田　文子 鈴木　浩子 
鈴木　幸雄 高橋　秀子 
田中　耕一 田中　純子 
玉田　清嗣 刀根　幸子 
西川　真生 野垣内町子 
橋本　有美 浜野　田鶴 
福井　敏彦
●岐阜県北方町会場

【岐阜県】 青木ますみ 
青山まち子 飯田　眞弓 
市橋　洋子 今枝　育代 
江﨑　智女 大野　豊美 
奥村美智子 勝山　由紀 
川瀬真久朝 小寺　　恵 
杉江　明美 大門　雅子 
髙田美智子 田口みち子 
田中　幸子 土屋ひろ子 
坪内　章子 堂本みや子 
西川久美子 長谷川摂代 
速水　直美 松下由布子 
松田　章子 山本理恵子 
湯口　光義 若松　秀男
●野洲市会場

【滋賀県】 石居あい子 
稲本　綾子 金澤　豊子 
佐藤美知代 谷川八重子 
秦　真由美 深尾　紀子 
本田　伸一 山嵜　純子
●京都市会場

【京都府】 稲葉　牧子
上野　咲子 梅原　豊子 
緒方美恵子 尾野むつみ 
笠次　武男 木村　愛子 
清水　綾子 田中　俊枝 
谷垣　和夫 谷垣　容子 
壺井　洋子 寺田美代子 
仲町百合子 早川眞知子 
黄　　珉淑 藤川　博子 
藤木　啓子 藤田小夜子 
古川　茂子 三島　文夫 
三島真知子 宮田　妙子 

邨瀬久美子 八木かずみ 
山口　愛子 李　　曼寧
●大阪市①会場

【大阪府】 愛場　全代 
浅沼佐代子 新田久美子 
池辺　朗子 石井　達子 
石田和喜子 伊東実千代 
伊波　福子 上田太嘉子 
大畑　純子 岡部　尚子 
奥野　一芳 尾関万里子 
片山　雄義 加藤　妙子 
亀谷　高代 神嵜　義隆 
喜多　克佳 北　　亨子 
木股　勝二 木村智香子 
黒田　　泉 小西　和子 
小林　妙子 阪下　節子 
佐藤　隆子 清水　慶子 
所川　典子 白井　陽子 
曽川　昭代 田坂　悦子 
辰巳　幸子 田中トシ子 
田村　満夫 辻野　育子 
津田　容子 堤　　和子 
外山　和代 中　　郁夫 
長尾　陽子 埜口　夏子 
野村　隆幸 畠中　正子 
濱岡　文枝 濵下　光康 
濵詰美保子 藤井いずみ 
前川　和久 真木　勝夫 
桝谷　洋子 松田　真実 
松本　京子 南　　和江 
村上　　均 森川　節子 
森田日出夫 八光　芳道 
山口　道子 山本佳代子 
山本　弘美 横山三起子 
渡辺志穂子

【兵庫県】 赤川　京子
●大阪市②会場

【大阪府】 赤澤あゆみ 
天戸富美子 粟野　秀代 
石黒　美加 石田　州見 
猪原久美子 内海登志子 
岡田恵美子 落合富美子 
金山寿賀子 鎌田　　一 
木元登喜雄 小坂　博美 
小林万里子 坂下けい子 
柴田　延子 鈴木トシ子 
瀬田　和之 髙田　洋子 
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辰巳　隆俊 谷口さち子 
田村美智子 土橋　良一 
富田　義博 中川　善夫 
中西美奈子 中西みゆき 
納谷　茂子 錦織　幸子 
平野　　滋 廣井　洋子 
藤野　桂子 三木　明子 
三田　悦子 三好　満子 
森野ひとみ 森　美知子 
矢塲　かよ 山川智恵子 
山﨑　　清 山下　紀世 
山田眞由美 米地　勝彦
●奈良県王寺町会場

【奈良県】 小林　佳子 
澤井左恵子 鈴木　澄子 
髙橋　裕子 田本みよ志 
徳永伊都子 南部　龍夫 
藤本いつゑ 間口　公子 
山岸千江美 吉川　廣子 
吉川　陽子
●和歌山市会場

【大阪府】 広見千恵子
【和歌山県】 大地　　博 
小谷　淳子 豊田眞知子 
林　　千代 松岡　恭子 
松岡　　進 三浦　恒美
●岡山市会場

【島根県】 福間　久光
【岡山県】 石田　節子
今城　勝子 尾島　　忠 
加藤　明子 金島　美惠 
髙知　一夫 嶋山　雅伸 
妹尾　唱乃 友野　恵司 
野上伊津子 藤井　博美 
松浦　昭三 松本美穂子 
森本美保子
●広島市会場

【広島県】 内田　暁美 
大谷　治美 岡田　千穂 
加賀恵美子 勝谷　知子 
加登　千春 木原　俊子 
小山　和江 近藤　隆治 
澤山和歌子 下原　啓子 
仙田佳代子 塚本　洋子 
永井　貞夫 中山　亮子 
橋本　勝彦 畠中　優子 
平岩由美子 藤本　成美 

松岡　瑛子 三浦智恵子 
三上恵利子 三倉かおり 
森　　忠春 山﨑　久美
●徳島県松茂町会場

【徳島県】 岩野恵美子 
佐光　明子 白川　淑子 
西　　広子 林　　惠子 
森下　祐子
●鹿児島市会場

【鹿児島県】 唐鎌　重基 
小城　順子 戸破サエ子 
山下ふくみ

●盛岡市会場
【岩手県】 伊藤　雅子 
大塚　義範 鎌田　豊子 
小橋美知子 小林イメルダ 
昆野たき子 佐藤　悦子 
高橋　静子 髙橋　英視 
田中　悦子 千葉眞佐子 
古川志津江 三浦美保子
●福島市会場

【福島県】 石原津和子 
岩下八重子 遠藤たかね 
大瀬　幸枝 小野真智子 
加茂なが子 川崎　紀子 
小林　恵美 齋藤　典良 
酒井　久子 佐藤かつよ 
谷川　光男 手代木ケイ子 
富樫　利恵 新井田直子 
畑山　一子 林　さい子 
蓬田佳代子
●蕨市会場

【埼玉県】 相子　彰子 
浅岡　葉子 荒川　恭子 
飯塚久美子 飯ヶ谷永香 
五十嵐晴代 五十嵐康子 
石井　清二 石橋　和男 
石原　芳枝 磯野　利行 
伊藤　憲男 今井　健之 
今井　妙子 今井ヒロ子 
上野比呂子 WONG YEE MEI 
榎本　　勤 大岡　嘉子 
大澤　収司 大髙かおる 
大高　方美 大畑　裕史 
大畑八州子 大平　孝子 

大室　和子 奥田　まみ 
小倉　伸一 小髙美津江 
柿沼三千子 笠鳥　祐子 
神尾　順子 上地　純子 
上條　菊子 上平　次男 
亀谷　勝枝 鴨田　幸枝 
衣川　正子 木舟　賢三 
久保田英二 久保田セツ子 
河野　俊昭 小松圭位子 
齋藤　裕子 坂田那美子 
坂爪　幸子 佐藤ちづる 
塩谷　美幸 柴野　　進 
嶋﨑　勝子 鈴木とも子 
鈴木万里子 染谷　邦子 
髙田みさ子 田中ゆり子 
田呂丸実華 椿　　幹男 
刀根　孝子 内藤真貴子 
中井　久子 長島　すい 
中西　英子 中道　一也 
中村由美子 永盛　純子 
成田　靖子 西原美知子 
野村　雅恵 橋本ユキ子 
東浦　美子 比企まさ子 
平野　歌子 藤田美奈子 
藤森　淑子 古田　幸平 
星野　勝之 町田ひとみ 
村上三枝子 村山加代子 
森　　真啓 谷内　俊明 
栁　　通夫 山口　繁子 
山口　富子 山崎　千里 
山根　三枝 山宮　信子 
山盛りつ子 吉岡　美治

【東京都】 大川　和美
●東京都会場

【茨城県】 木村　一美 
森　　　明

【千葉県】 児玉　輝之
【東京都】 浅井はるみ 
飯田　三郎 石塚由香里 
石津　恭子 磯辺謙二郎 
市場あい子 伊藤　美紀 
井上麻佐美 井上美喜子 
岩上　純子 宇井　英男 
上野　　恵 宇藤　民樹 
江藤　昌広 太田　玲子 
大野　幸子 大藪　哲哉 
岡野みつる 小川美智子 

奥隅千賀子 越智三千子 
金久保シヅイ 金子　　良 
鎌倉　　薫 亀屋　紀子 
河合真知子 日下部弘子 
熊谷　祝雄 栗山　一雄 
黒住　陽子 後藤　範子 
小松　智子 齋藤　英子 
佐藤みどり 須貝　玲美 
杉山　和男 杉山　孝子 
鈴木　年子 関　和賀子 
鷹取シホリ 高村　博文 
武田　　稔 竹本　七重 
田邉　寧々 千葉　　勉 
塚越　潮子 土屋　葉月 
時田　京子 徳久　栄子 
富田　泰正 中山　美咲 
西方　良子 野田美菜子 
橋本　　泉 橋本　俊一 
長谷川玲子 馬場　慶子 
平山　友子 深瀬美智子 
藤原豊比古 別役　　理 
馬籠亜樹子 松原佐紀子 
丸岡　町子 麦島　能子 
武藤　孝子 森　　明美 
森田真喜子 安浪　玲子 
山内玄太郎 山田　郁代 
横田　博子 吉田　　幸 
吉成　佳夫 陸　　　瑶

【神奈川県】 羽生田光行
【静岡県】 惣田　栄子
●大和市会場

【東京都】 青木ひろ子
【神奈川県】 相川優美子 
赤穂　　孝 秋本　治子 
天田　秋子 有山　真人 
石川　庸子 井出　謙三 
今木　淑子 今西　和香 
入川　正朗 内山　則子 
大池　高保 大垣　洋子 
大菊　恭子 大久保由利子 
大塚　八郎 大野美津子 
荻野美保子 長川さなゑ 
加藤　和己 金田　珠江 
軽部　洋子 川井恵美子 
菊地　恵子 北野　久江 
喜多村裕介 蔵野　秀隆 
國府　陽子 小島　清美 

初段合格者
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小林　直美 小林　隆一 
雑賀　邦子 酒井　知機 
笹間由紀子 佐藤惠美子 
佐藤　泰子 佐藤　猛志 
篠原　昌子 下重　澄子 
白坂　忠久 白藤緋佐子 
白鳥　節美 鈴木　　茂 
鈴木　聰一 鈴木　　昇 
髙橋　勝年 髙橋　鴻子 
高山　紀子 滝田　俊一 
竹内　明子 田中　淳司 
冨田　眞平 冨田　佳子 
豊田　照夫 長嶋　照子 
中西香代子 中野　静恵 
中野百合子 中村　節子 
野口　春夫 八田　守幸 
古川　早苗 星野恵美子 
本間　康子 増田しず江 
松原真樹子 松本　重美 
松本　輝雄 萬納　佑平 
山上　玉惠 山田　昌志 
山田　　緑
●金沢市会場

【石川県】 岡本　　正 
喜多　澄子 木谷　房代 
檞　　幸子 酒井あけみ 
田中　廣介 得野由美子 
戸水みえ子 戸谷　三男 
中島　芳枝 安田とも子 
山田　民子 山田　尚子
●名古屋市会場

【愛知県】 石川三千代 
伊藤　美幸 生方　理恵 
太田　惠一 岡田　利子 
荻野　忠弘 小掠三矢子 
河合　清美 川畑　恵美 
北川　昭市 小林　綾乃 
小山　光幸 榊原　光幸 
佐々木慶子 下川　みさ 
杉田　麻衣 鈴木　孝司 
武田　名美 西垣秀之慎 
長谷川明美 松本　智美 
森井　洋明 矢島　彩子 
横井さつき
●津市会場

【三重県】 赤塚加代子 
飯田はる子 伊藤　宏美 

岡本　厚巳 川本由美子 
北村　信生 近藤　早苗 
齋藤　三雄 杉野　篤子 
杉本　清美 高木由理子 
瀧石　葉子 谷口　千鶴 
田畑　香織 出口美奈子 
土佐恵美子 豊田　卓夫 
服部　弘美 濱口いずみ 
藤井久美子 保古　陽子 
松宮　憲一 丸橋美代子 
山本　映子
●野洲市会場

【滋賀県】 芦田　待子 
石河美千子 一瀬　和美 
上原　初美 宇野　悦子 
大橋　和子 賀川　純子 
片山すてを 門田　博美 
河合たまよ 川原﨑由佳子 
河野　一子 小林与志美 
中野　秀幸 橋本　美春 
本間　明子 松岡美佐枝 
三矢ひろ子 村田　　翔 
横山けい子
●大阪市①会場

【大阪府】 秋吉　範子 
浅井　絹代 池内くるみ 
石井　百代 石田奈美子 
一瀬由美江 乾　　惠子 
井野久美子 今村　茂功 
上田　　晃 梅本　泰代 
占部公美子 江藤　京子 
大江　祥子 大嶋　茂実 
太田　清美 太田　慶子 
大塚　正子 大西美波里 
大山　　明 緒方真智子 
岡部久美子 奥川　和子 
奥野　晴淑 小熊　弘美 
小野　和子 織地　哲也 
香川　　薫 掛水　民子 
片田真知子 金丸トシ枝 
神田　和美 北尾　美鈴 
木戸　明美 久保田春子 
黒岡　洋子 黒潟　陽子 
古賀　昭一 小宮　淑子 
西條　正子 桜井　享子 
櫻井　典子 佐田　良子 
佐藤　順子 澤樹加代子 

柴多ミチル 清水　宏統 
清水　由美 新熊　傳治 
杉田　昌紀 杉本タカ子 
田嶋恵美子 田尻満里子 
多田久美子 辰巳　元子 
田中　美幸 谷元　善樹 
檀野都喜子 土屋　廣美 
中谷　君代 中津　富子 
中西　明美 中西　　功 
中野　孝子 中濵　彰代 
中村　英則 仲矢伊公子 
七原　紀郎 西村　公子 
長谷川いち子 花田えつこ 
原田　理子 東出　敏明 
平井　和子 福元真由美 
藤田久美子 藤田　敏子 
藤田　富子 真鍋　安子 
三浦　高時 三浦　　正 
南出　弘子 宮田由理子 
宮本貴代美 村井伊都子 
村井　英晃 森戸美代子 
諸橋　淳子 諸橋　順次 
柳本図南雄 山口　節子 
山中　信郎 山本さえ子 
柚木美紀子 吉野　　淳 
米倉　正子 頼元　逸代

【兵庫県】 小川　淑枝 
真﨑　和美
●大阪市②会場

【大阪府】 麻野　恵子 
岩本　善彦 角野　愛子 
榊原　　仁 榊原実千代 
白井　順子 空　　繁隆 
瀧田　克子 田島　京子 
田中　智幸 田端　弘子 
辻本　正子 土田　幸枝 
寺島　優美 中川　和子 
中畑　種良 藤村めぐむ 

堀口あきよ 三瀬　洋子 
宮﨑　俊夫 宮長　篤夫 
村林　節子 横山　光子 
吉田　哲治 若山　道代
●和歌山市会場

【和歌山県】 小倉　申子 
近藤　　勝 坂井富美子 
竹本　　愛 辻本　俊之 
中田須美子 野口　　優 
野間田　優 松下　年秀
●岡山市会場

【岡山県】 天野ひろ子 
井口　紀子 井上　龍治 
荻野　啓美 金光　俊子 
白川　節子 舩場　静香 
田辺　鈴子 太漏　昌子 
堤　　節子 戸川　敦子 
浜口　政子 細羽　善子 
松井　宏恵 宮本　憲二 
山本　明弘 山本かおり 
山本知恵子 吉藤　正明
●広島市会場

【大阪府】 山本美乃利
【広島県】 赤松さと子 
阿部　富江 伊藤　由美 
沖　真由美 佐々木裕美 
白砂貴久子 陶山　幸美 
高田　教生 髙橋　園恵 
竹野下愛子 田中　澄夫 
綱本　徳子 平上ひとみ 
平野由美恵 間江　祥子 
丸岡　純子 屋祢下　茂 
山崎　裕美 山本　幸江
●徳島県松茂町会場

【徳島県】 天羽　恵子 
泉野　好美 浦上公美子 
浦上　慶仁 岡本　真紀 
小西まつ子 布川恵美子




