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東京会場①
2019年 4 月 8 日（51人）

浅野　則子 浅野　雪根
有銘貴美子 飯島　輝子
石田　純枝 岩﨑　隆夫
及川　延子 大野谷淳子
大畠　綾枝 岡部　紀子
勝俣　初江 加藤　克己
小島　延代 後藤　英子
駒形　和則 近藤美恵子
嵯峨　清子 酒向　高義
椎名ユウ子 清水　道子
新庄　典子 菅原彦四郎
鈴木　順子 関口　素男
高野　福子 髙橋眞由美
髙山　隆志 竹内　澄子
竹嶌惠美子 田中　弘子
田辺　文子 谷口文美子
玉置　牧子 玉那覇ヨシ子
束田　雅子 渡慶次るみ子
豊田真由美 中江川正江
中園　久美 仲田　八重
奈須　栄子 西村　眞理
野口真奈美 野中　広治
秤屋　松子 羽原　公子
東田　順子 福本　裕子
三浦　寿美 山崎　美里
祐岡恵津子

東京会場②
2019年 4 月 9 日（42人）

荒井八重子 飯塚　ちづ
岩村マチ子 閏井　一美
大野　和恵 大庭　悦子
尾形冨美子 奥津百合子
加茂ひろ美 樟山　松子
黒川喜代子 小泉　良子
小長井重利 齋藤　忠雄
佐々木洋子 杉本　公代
鈴木久美子 鈴木久美子
鈴木　利夫 須鎗　久実

瀬戸　正子 髙木　滿保
髙野　早苗 高野　茂子
高橋　純臣 武原　京子
遠山　美紀 遠矢三千子
德江　裕子 中薗　輝人
永友　和子 中村　和代
野原　和子 早川　桂子
原嶋　京子 張山　　操
堀内　雅子 三嶋　末子
嶺岸　盛次 山本　　勳
蓬田　陽子 龍﨑富美江

東京会場③
2019年 4 月10日（33人）

石渡　幸子 小川　訓江
尾嶋八千代 甲斐　利博
片野まり子 金子　盛雄
木戸　順子 國土　千尋
小島　知子 斉藤　恵美
佐々真由美 重田　篤子
菅野　惠子 杉山　文野
田中　晴美 田辺　芳江
中沢　邦子 長嶺美恵子
成田　とよ 野島恵美子
野村美重子 林　　宏子
廣田　信夫 深澤　清司
深野はるみ 藤生　明男
細川　卓郎 本田　明美
丸山　時子 丸山　元子
山田　信子 吉原　博子
渡辺　芳久

大阪会場①
2019年 4 月15日（45人）

安達　忠英 阿達美智子
荒木　奈美 荒木　秀明
入江美千江 岩田あい子
岩田　一美 上田好乃美
遠藤やす子 岡田　淑子
岡林　律子 岡本　好弘
笠原　武訓 木津　悦子
木村　　順 工藤美枝子

2019年度前期「太極拳４段位昇段審査会」
会場別１次審査合格者数（計289人）

久保　靜子 甲田　吉彦
後藤きよみ 小西美也子
小林　千鳥 小山　千鶴
阪本登志子 佐藤　尚子
関根　明美 長　　和代
中村　麗子 鍋谷　竜一
奈良　敏行 名和京太郎
新居　文子 西谷　佳子
林　　人美 東谷ますみ
樋田　明美 平岡　竹美
前田冨美子 柵木　豊美
松浦　敏代 松村　道子
矢野美代子 山縣左記子
山際　廣子 山本まゆみ
和田　建樹

大阪会場②
2019年 4 月16日（51人）

池田　和子 石田　早苗
市川　ミサ 伊藤真由美
井野　早雄 上野山有希子
尾家　由美 太田　和代
大原　昭子 大宮　千景
桂　　幸江 加藤　紀子
上紺屋晴代 菊池江美子
岸川　国芳 熊取谷貴志子
柴山　啓子 庄治　奎子
髙橋　達子 高橋　陽子
武内　千寿 谷田　雅子
谷本　美保 力石　惠子
張　　季芳 塚田ちづ子
永長　美保 中西　省吾

中村　栄子 西川　明子
西谷　厚子 西村喜代子
野上　信子 野田　和雄
長谷　啓子 花城今日子
藤原　幸子 古谷　能明
細川美津子 松井　容子
松本　純子 南　　敏子
宮前　靖子 村元　早苗
森岡　芳子 矢川　愛子
山本　茂子 山本フミ子
吉永　義江 若月　　誠
和田　育子

大阪会場③
2019年 4 月17日（34人）

相本　邦子 有田須賀子
安藤　初江 乾　　弘幸
岡部　節子 尾辻美智江
河田　栄美 川原田康代
川邉　幸生 川村　　要
岸本　康宏 北　　治代
小西　育子 小西　輝保
小筆名尾子 権藤　由樹
榮田　好江 志田　恵子
嶋田　真里 清水　壽満
須川　篤子 杉野美由紀
関口　牧子 髙木　圭子
高倉　京子 田中　敏子
鍋島　靖子 楢原　　宏
西川路スズ子 林田　淳子
早田　順子 松崎　洋子
森　　淑恵 矢田　史江

２次審査合格者名簿（256人）　（五十音順）

東京会場
2019年 4 月 7 日（165人）

大阪会場
2019年 4 月14日（124人）

４段位を登録される方へ

　４段位を登録される方は、「太極拳４段位登録
申請書」（様式４段－３）と登録料を添えて、各
自の所属する加盟団体を通じて、６月20日（木）
までに所属都道府県連盟に提出してください。都
道府県連盟は７月１日（月）までに日本連盟に一
括して提出となります。登録された方には「４段
位認定証」を８月下旬までに各ご自宅へ宅配便で
送付いたします。
　また、今後のレベルアップを図っていただくた
めに、東京・日本連盟トレーニングセンターにお
いて実施される「４段特別講習会②③」をご案内
しています。




