武 術 太 極 拳

2020年度「太極拳初段・２段・３段技能検定」合格者発表【Ⅰ】
10月24日～11月22日

全国54会場での実施分

日本連盟は「2020年度（第26期）太極拳初段・２段・３段検定」を、10月24日（土）～25日（日）を皮切りに、
12月27日まで全国108会場で実施します。
11月29日までに全国で実施された初段・２段・３段検定の合格者総数は2,514人（初段＝560人、２段＝923人、
３段＝1,031人）でした。
今号では11月22日までに実施された段検定の合格者を名簿にしました。以降に実施される分の名簿は2021年１
月に掲載します。
なお、11月29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12月上旬に送付されます。

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月24日～11月22日実施分
＜掲載順＞３段、２段、初段の順→実施会場順→所属都道府県順→あいうえお順

３段合格者
●東京都①会場
【北海道】 小野 祐子
土田美恵子 藤井 槇子
【茨城県】 竹内 安子
【栃木県】 伊東美奈子
【群馬県】 白石ひろ美
塚越 茂雄
【埼玉県】 柏原三和子
川島 啓二 長谷川 章
【千葉県】 上野 正史
太田 悦子 川鍋 礼子
瀬上 清司 添野美代子
萩谷はるみ 森田 伸子
谷部
勉 山内美代子
【東京都】 天貝由美子
市川 昭子 伊藤由紀子
今井
環 梅沢多賀子
大古かつ子 大吉瑠美子
笠貫 千恵 唐澤 純子
川田 幸代 倉並百合子
小尻 夏子 佐藤 啓子
佐藤 由利 柴田 敬子
谷中 郁子 積田 尚子
寺田 暢子 天神 和久
冨重 恭子 中山 幸子
野澤 陽子 花田 知恵
濱口 広美 ピーターソン ブライアン
久枝貴美恵 久次 佳子
舟橋 智子 三上 京子
三島
貴 茂木 理恵
望月佐由里 柳父 裕子
吉澤 栄子
【神奈川県】 有木 伸一

市田由美子 稲垣ハヤ子
大谷 欽彌 大坪 恵子
岡田 尚子 奥津與志子
嘉山 悦子 川崎
香
紅林 麻里 毛塚 榮子
佐藤アイ子 清水 雅子
下野 哲裕 杉山久美子
鈴木 祥子 田口 忠男
竹下 雅通 玉田 寛子
築山 圭子 中山
博
橋本 洋子 広岡 恵子
福住
晃 藤本由美子
牧村 愛子 三井 喜男
宮本 宏子 吉村 文代
【山梨県】 杉山 理恵
西牧 友之 若林恵梨香
稔
【新潟県】 稲田
今田 旭香
【長野県】 玉井恵美子
冨澤 陽子
【静岡県】 金子 初江
澁谷 博明 山根 恒美
●福岡市①会場
【福岡県】 石井美智枝
大倉 あき 大嶋るり子
梶原 晴美 髙山 達也
鍋島 秀子 久野 章子
藤江 正洋 藤江 康子
堀尾 敏明 松下 文江
松田 寿子 松山 範子
溝口まり子 宮野 恭子
安永富貴子 山口美保子
【佐賀県】 白井 玲子
【長崎県】 渋谷美津子
田口としえ 畑中 朋子

松長佐知子
【熊本県】 西島登代子
藤道 雅代 三城真理子
【大分県】 梶原 登美
長岡千津子 畑山 英子
平川 京子 真部八重子
渡辺 道子
【宮崎県】 粟田 惠子
新垣 末子 新名 秀明
【鹿児島県】 上原くるみ
唐鎌 重基 杉山 清治
【沖縄県】 池村 克美
宜野座真弓 富山恵美子
登川乃里子 比嘉美智代
又吉 菊子 宮城 末子
●仙台市②会場
【北海道】 安藤 文子
石井 秀子 川西 惠子
黒澤真由美 小林 幸子
菅沼 京子 田中 弘美
谷村 輝子 菱沼しず子
三野惠美子 守
祥子
吉野 容子
【青森県】 池田 邦彦
石垣 敬子 石橋 忠幸
伊藤 陽子 木村アイ子
工藤 敏子 佐々木クニ子
佐藤 正子 田中 弘子
對馬恵美子 永澤 幾子
奈良岡恵見子 奈良 節子
野澤 勝子 乗田 恵子
【岩手県】 舘下 正幸
舘下マリア 沼倉 規子
和野 千恵
【宮城県】 荒井 弘美

岡村まゆみ 小山 陽子
金森 啓子 杉山ひろ子
関川 典子 髙橋 正子
槻田 良一 西塚 小萩
ブシャー シルベ 山嵜 晶子
渡辺 良子
【秋田県】 青木 恭子
秋山 照子 荒川 澄子
石塚
一 伊藤由紀子
大岡 眞人 大畠 京子
小野寺洋子 金沢 敬子
川瀬 京子 神野 悦子
小松 雅治 今野 啓子
佐々木香代子 佐々木 正
佐藤 信雄 佐藤みつ子
佐藤美代子 佐藤ゆかり
佐藤 礼子 東海林久美子
鈴木ひとみ 髙橋 芳夫
田口 俊子 武田多鶴子
戸村千鶴子 豊嶋 俊一
西野 良子 早坂 和美
日野トシ子 藤田 一枝
藤谷 幸子 保坂 榮子
堀
洋子 三浦 律子
最上扶美子 籾山 芳雄
森田 慶子
【福島県】 安斎香代子
大平 敏恵 渋谷眞由美
鈴木 信子 中村ヨシ子
渡部 幸雄
【新潟県】 坂上 道一
山田理英子
【長野県】 古越 靖祥
●仙台市①会場
【岩手県】 岩崎 伸子
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大西 タイ 坂本 聡子
佐々木百合子 佐藤眞紀子
十文字明日美 多田 匡子
中村 文子 中村裕美子
三浦日出子
【宮城県】 相原 和恵
阿部 照子 伊澤二三子
浦上 則子 大熊 孝子
加茂由美子 菊地 輝夫
木戸 雅恵 髙力登志子
小林 正子 佐藤
勝
島貫 与治 菅野
勇
菅原ユキ子 高橋真由美
髙谷 正弘 外崎 享子
橋本ナミ子 平間 則子
廣野 茂代 三浦 公子
三塚 和夫 嶺岸 典子
村上 キヌ 森 れい子
谷津 芳勝 八巻 幸子
横田 淳子 吉田 恵一
渡辺美智代
【山形県】 大泉 奈美
宮川 佳子
【福島県】 植木 正明
大島 惠子 菅野
吉
菅野 裕子 日下部美和
日下 幸雄 草野 真弓
今野 和子 佐藤 三惠
三瓶たつ子 宍戸 優子
畠山みつ子 平田 英生
松本 和子 森 千賀子
山下 健次 横田 俊幸
吉澤 裕子
●福岡市②会場
【山口県】 坂根 笑子
谷口 賀子 藤本いく子
町田 和子
【福岡県】 秋丸 博敏
有吉 昭吾 一ノ瀬誘子
伊藤 誓子 伊東せい子
岩坂 明美 梅本 典子
上口チヨカ 江﨑富美子
江島 純子 大庭奈緒美
大庭 政子 亀田 淑惠
川勝 順子 川原 寿江
川村 磨美 北島 裕子
北村美佐子 木下さとみ
高祖美智子 小金丸和代
小西 史子 是繁 政明
近藤 公平 坂井千佐枝
迫田美智代 佐々木一樹

佐野恵美子
清水 祥子
周
文静
調 眞知子
鈴木 公明
高橋 幸子
田尻 礼子
立崎久美子
田邉健次郎
連尾 営次
永末 欣一
中野 德一
鍋藤ゆう子
佛坂 和彦
水口由美子
皆川美穂子
矢野 静香
【佐賀県】
市丸ユミ子
小川 敏江
木原 師子
堤
泰子
牧野
豊
【長崎県】
古賀千恵子
西村 末行
山口久美子
【熊本県】
安藤千代子
岩崎 良祐
佐藤 友子
戸畑 敏子
中村 誠子
藤本 郁雄
村上由紀子
山口 信子
【大分県】
大鶴かずみ
松浪 政利
【宮崎県】
畑中 泰子
【鹿児島県】
岩村 礼子
中野 洋子
廣橋 義子
横山 佳子
【沖縄県】
稲嶺美江子
兼城 詔子
島袋トミ子
城間かよ子

柴田香津子
下田 利文
首藤 英子
菅
文子
鈴村 節子
竹崎 秀資
田代 武寛
田中 律子
田畑 智子
塔野 賢一
中竹
純
中村真由美
西村 和則
松浦 朋子
溝河 律子
本永 尚子
山根 義彦
市丸 悦子
糸山 淑子
川崎美砂子
小松真智子
仲田 弘昭
松隈 眞理
安達 税子
塩塚
顥
宮地 弘道
荒木 孝行
今田 和美
栗原りゑ子
塩山登代子
永野 直美
野島 育夫
藤本 政俉
村田 亮三
山崎 笙子
安部 純子
小野 英子
中尾 宏子
丸岡 秀文
石田美穂子
竹迫 文子
濵園 周子
見原 邦治
安里 初子
小倉 滋子
儀武 安子
島袋 洋子
徳村トヨ子

長濱 和子 栁澤千惠子
與那嶺喜美
●大阪市①会場
滋
【福井県】 伊藤
谷口 艶子 友田 順子
増永とよ美
【滋賀県】 髙嶋 律子
平田 真弓
【京都府】 大畑 静江
永山 桂子 畑中 綾子
松尾 悦子
【大阪府】 井上 春夫
浦川 豊子 大塚 栄子
亀谷 高代 川端 成子
川畑千鶴子 木元登喜雄
金
英子 楠田 秀雄
蔵本 龍子 河野 良通
篠田
久 下西 靖男
杉山 知子 鈴木トシ子
関
琴美 曽川 昭代
染川千代美 染川
博
田中 香織 谷口さち子
田畑すみ子 田村 満夫
塚原 正榮 寺農 智世
富田 義博 友田 明子
外山 和代 中尾千代子
中川 善夫 西井富美子
西川美恵子 野々口すみ子
野村 和生 野村奈緒美
橋本 正孝 長谷川信子
濵谷 惠子 濵詰美保子
伴
順子 広見千恵子
福﨑 深雪 古川登志子
真木 勝夫 桝谷 洋子
松原みち子 南
和江
三好 満子 森川 節子
森谷 光代 森 美知子
山口 道子 米田とし子
【兵庫県】 石井 裕美
上田 浩子 種田 育男
金﨑佐知代 金﨑 正則
衣笠 和枝 佐藤 啓子
田下とよ子 冨田 直美
中山 雪絵 福美 智子
藤井 景子 前西 茂治
水野 洋子 宮﨑 記子
𠮷田
幸	 渡部世志惠
【奈良県】 岩上 尚代
柏原三惠子 菊田 靖子
千野 美保 長島 和美
浜本 浩一

【和歌山県】 岩橋 和義
須藤 和子 前田 早苗
山下智左枝 和田恵美子
●大阪市②会場
【滋賀県】 佐分利ますみ
【京都府】 磯部 悦子
川戸 洋子 齋藤 城子
中野惠美子 長谷川有季子
黄
珉淑 藤川 博子
真下 卓也
【大阪府】 赤瀬 岸代
浅野真佐子 網浦 珠美
家永 明美 石田奈緒子
出射 省一 老田 良江
大島 時子 大畑 純子
大羽冨美代 尾﨑 晶子
河田 圭子 河内美代子
貴島 純子 木本 佳子
具志堅良子 幸谷美代子
小林 妙子 小林万里子
佐藤 隆子 島村 良子
白澤 正義 新治 恭子
鈴木 正人 田中加代子
田中久美子 田中 洋子
田村 奉子 田村美智子
塚狭 尚子 鄭
惠芳
長尾 陽子 西原 好子
西山 一夫 橋本 和子
長谷川千代子 原山 桂子
比曽 正枝 日之内美津子
福隅香代子 松尾 正典
松本 千惠 三田 悦子
水瀨美枝子 南
和孝
安田 恵美 藪田 敏昭
山口 和子 山口 夏実
山本まゆみ 米沢美智子
米田 明子
【兵庫県】 赤松 公子
浅木 幹夫 飯尾美根子
飯室 淑子 石動 優子
上田 和子 宇仁菅一雄
大橋 純子 笠井 澄子
加山 光雄 假屋 博之
川島真智子 栗田 礼子
黒崎登志子 小林 知代
小林 久子 斉藤 鈴代
佐藤ミヨ子 徐
智文
進藤 洋子 高澤 孝司
髙濱 明子 田中 紀子
茶元 真美 戸井みさを
土井由美子 冨田 和美
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中嶋知英子 中山 哲行
西田 加代 橋詰 堅司
橋本 信子 東浦
寛
松下 幹男 森田
勝
山川はるみ 山根美智子
吉田ちあき 渡部 千草
【奈良県】 伊勢 陽子
立
雅子 西岡 秀子
廣岡 美子 間口 公子
山田 陽子
【和歌山県】 上田 博子
●大阪市③会場
遵子
【富山県】 谷
孝義
【福井県】 浦
山口美千子
【滋賀県】 石居あい子
稲本 綾子 櫛間佳英子	
佐藤美知代 本田 伸一
【京都府】 髙橋 淑子
髙橋みち子 松中 廣見
南 けさ代 山野菜穂子
山本 多可
【大阪府】 蘆田フジ子
新田久美子 粟野 秀代
安藤 公子 稲本 卓美
大谷 洋子 岡本恵里子
岡本 美香 笠野 大樹
加藤 妙子 北野 徳子
喜田 久恵 清成 真美
助川 智美 関 美恵子
髙雄千津子 中井千津子
永砂由美子 新名由美子
畠中 正子 林
溶子
樋口 都子 藤川 擴永
藤原 悦子 松本 京子
真𡽶 一郎	 南野 正直	
村上
均 山内登志美
米地 勝彦 渡辺志穂子
【兵庫県】 足立 速美
新井 美子 上田 悦造
大浦 弘子 逢坂 和子
小瀧 清登 川崎 満世
北尾 博子 䦰橋 豊子
竹内 弘子 谷口 智子
友田 隆子 細川紀代子
溝畑 節子 宮坂たづ子
薮井 靖子 山際 好子
行政 裕子 吉谷 光代
【奈良県】 今西 克子
上 喜代子 木村 泰子
末吉惠美子 中西 勝彦

【和歌山県】 貴田 久子
小谷 淳子 林
陽子
山下 衿子
●東京都②会場
【北海道】 吉田 弘子
【茨城県】 安 ちか子
軽部 澄子 佐藤みどり
鈴木 威宣 染谷 澄江
野尻 恭子 羽原 千長
藤代 孝子 皆川 桃代
矢口 幸子 山口智恵実
渡邉三枝子
【栃木県】 田口 英子
山中眞千枝
【埼玉県】 大庭 敏雄
関
敏紀
【千葉県】 一条久美子
川井 恵子 川井 雅道
木田 吉成 東海林良子
鈴木 利三 竹田奈夫子
野崎 元彰 丸茂 孝雄
柳生 初枝 吉川 チヱ
【東京都】 猪倉 寿子
今泉 悦子 岩下 洋子
大島 延子 大平 晃司
小川 定雄 勝
金子
加藤 範子 神田 雅弘
熊木百合子 栗野 淳子
小出 進一 古賀 玲子
小島 隆平 斉藤 敏枝
斉藤 裕子 阪野 澄子
佐藤 秀夫 里吉 裕子
菅野 邦男 菅原 正則
髙木 咲江 髙田 靖夫
髙水 正男 田口 純子
田中 香里 寺岡千恵子
長谷川道子 馬場 汪佳
前田 治子 増田由美子
三本 尚代
【神奈川県】 青木恵沙子
明石 道子 阿部 孝子
猪狩加津美 池田美樹子
石田 初江 石橋 明美
市川由美子 井上真由美
大竹 優美 大谷トキ子
大西 祐一 大森キエ子
岡崎 浩子 小川惠美子
尾白 佳隆 小梛 繁之
加藤 和久 上川畑和美
河上 啓治 黒浜 栄子
後藤 亮子 小林 千穂

坂倉眞知子
佐藤 国恵
清水 和子
白岩 和子
鈴木 聖貢
須山
女
曽我
博
髙橋 慎一
田島 雅博
田中 長博
野村かほる
福井 弘子
藤田 道子
松岡 快則
松沼うる美
山口 節子
山崎 和彦
山田 彩子
山中 克彦
【山梨県】
【新潟県】
【長野県】
手塚 貴子
宮沢 幸子
【富山県】
高波 アキ
松村 茂正
【福井県】
【静岡県】
大庭千夜美
蜂谷すみ代
渡辺なほみ
【日本学生】

相良たか子
佐藤 倫子
志村
勉
末永 澄子
須藤 幸恵
副島 正史
髙田 京子
竹居 博子
立田 道子
照屋美恵子
日吉エリ子
福島 紀一
増田亜寿美
松木 泰雄
松野 園井
山口 花惠
山住 裕彦
山田喜代子
和田 博美
泉
園枝
今川 登美
岡澤 信行
藤沢 貞行
塩苅 進一
古村 雅幸
山崎 千鶴
和田比富美
稲葉 峰子
沼尻 容子
渡邉 一徳
渡辺 芳枝
小泉 勇太

２段合格者
●名古屋市会場
【愛知県】 伊藤 美幸
梅田 信子 大濱 一郎
河合 清美 川畑 恵美
北川 昭市 小山 光幸
坂手 朋見 佐藤とも子
皿井
進 庄司 桂子
戸島 一美 則竹 朋子
森井 洋明
【三重県】 池田 豊美
●札幌市会場
【北海道】 井澤 法子
伊東 孝子 大舘 祥子
兼口 博実 川崎美智子
神田世志乃 小玉友美子
佐藤真知子 菅井美記子

須藤 禎三 竪月三樹子
成田 由記 坂東 寛子
堀江 誠一 宮本 芳子
村田 睦美 村山 幸子
山口ふじ子 山本 信良
●青森市会場
【青森県】 秋元眞紀子
石倉 正美 岩間 美友
漆田真紀子 太田 正子
小笠原 守 風晴 正則
川嶋はれみ 工藤 末子
坂本 明子 塩谷 康子
白取ひろ子 中村
歩
三原八重子 村上 敏光
山田まゆり 横山惠津子
吉崎 昌子
●仙台市会場
【宮城県】 石澤真由美
加藤 絹代 工藤 智子
小湊
毅 五老麻紀子
佐藤きよ子 佐藤 則子
菅沼由紀子 髙橋 智子
常盤 奈美 三浦 睦夫
渡邉
晃
●山形市会場
【山形県】 神尾 慶子
神来社昭子 佐藤美知子
矢口 芳子 吉田長太郎
●新潟市会場
【新潟県】 安達 浩子
阿部 淳子 井川
淳
井口 康子 池田 春雄
石黒 明徳 今井千珠子
梅本 洋子 河合真理也
栗加 理恵 栗林 直子
小堺 博司 小林 敏男
小林 方義 齋木 敏子
佐藤八重子 澤田 邦子
菅
優 髙橋 貞子
髙橋 裕美 中野 正子
比護とも子 平野 絹枝
平良木美佐江 廣田 眞弓
箕輪美恵子 涌井 秀子
●高松市会場
【香川県】 大井理恵子
寒川 京子 瀬詰由美子
宮本 明美
●豊見城市会場
【沖縄県】 安里 米子
新垣 弘子 井上佐智子
上江洲弘美 上間 京美
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上條三枝子 具志堅ナエ子
幸喜 弘和 桃原
清
當眞 光子 當山恵律子
徳嶺 愛子 富原 幸子
仲嶺 満代 平田 英子
平田 洋子 前島 勝美
眞榮城守侯 宮城 勝子
山井 博美 屋良 悦子
●さいたま市会場
【茨城県】 青村 信弘
【埼玉県】 浅岡 葉子
天沼 辰男 新井 孝子
安藤 寛雅 飯塚久美子
飯塚 敏子 飯ヶ谷永香
五十嵐康子 石川 陽子
磯野 利行 伊藤 孝一
伊藤智恵子 伊藤 憲男
今井ヒロ子 岩上
圭
上野比呂子 榎本
勤
大岡 嘉子 大髙かおる
大竹 信子 大畑 裕史
大畑八州子 大平 孝子
大室 和子 大屋敷 孝
岡島 弘子 奥田 まみ
柿沼三千子 金子 浩造
上地 純子 上條 菊子
亀谷 勝枝 久保田セツ子
河野 俊昭 小暮貴代美
腰塚 芳美 小林 秀子
小日向加代子 近藤 幸英
齊藤 和夫 坂田那美子
佐藤ちづる 渋沢 保彦
嶋﨑 勝子 鈴木
隆
鈴木とも子 鈴木 淑子
田中 康達 田中ゆり子
田呂丸実華 刀根 孝子
冨満 健市 中井 久子
中島 久江 中西 武二
成田 靖子 西原美知子
野村 雅恵 服部 淑子
比企まさ子 平野 歌子
藤田美奈子 北條よし子
星野 勝之 本多 輝美
巻島 俊男 松下 千明
松本キミ子 村上三枝子
村山加代子 森
真啓
守屋 澄子 八尾
實
山口 繁子 山盛りつ子
【東京都】 若林 葉子
●神戸市会場
【兵庫県】 赤野 恵子

新井 洋美
粟田
忍
井岡 宏美
池田 直子
石丸郁久枝
伊藤 陽子
井上 吉夫
巌渕 敬子
江口 俊子
大塚 二三
小川 香織
小栗 憲一
小田 純子
角本 君江
梶本 佳史
勝又 榮子
鎌田 秀秋
岸本 雅子
橘川眞喜子
草部 幸子
越山 佳明
小林さよ子
紺家ふさ子
坂本 由利
佐々木和枝
佐藤 俊之
渋谷眞紀子
菅
秋子
菅
亮一
髙島 和人
髙橋千鶴子
田路 豪昭
堤
武司
田路 久美
徳山 浩明
中川 圭子
長瀬 千枝
中田みどり
中村 輝子
中山
匡
西本 敦子
長谷川幸代
原口
憲
桧垣 真澄
日野 朝子
平田ひとみ
藤本 昭代
真﨑 和美
松野
功
松本百合子
南谷貴美子

荒木 文夫
飯野 泰夫
池上 光代
石上 和幸
井谷 千惠
井上 美幸
岩崎 成利
魚谷 文清
榎田 晴司
大林 和子
小川 淑枝
尾島 明美
角田 知子
筧
佐智
梶原美知子
加藤 久子
河合 和代
木田美佐子
木下 俊昭
黒山加穂留
古髙 春樹
小松佳壽子
阪上 敏子
坂本 善寛
佐藤
昭
篠原 義夫
霜下 卓男
菅 美恵子
鈴木 宏一
髙島多栄子
髙橋 良子
田中 和子
津村 良子
時政 幸枝
中内 陽子
中嶋 安廣
中田さよ子
長宗 市子
中本
達
西川 雅代
乘立 嘉郎
浜田 哲夫
春海 ユミ
東
京子
姫田 洽美
藤本 忠之
藤本
豊
松永 和子
松本くみ子
水野 省司
三原 秀子

椋田 明子 物延
了
森本みつ子 八鍬 知子
安井 愛子 安田 幸惠
安留 睦江 山下久美子
山城 淑子 山田裕見子
山本
清 山本 珠美
山本富美子 山本 玲子
横山 啓子 若城 敏邦
和田 明子 渡部 夕子
●福岡市会場
【福岡県】 阿南こよみ
井川 正志 今林 節子
岩城 嗣郎 上田登志子
上田美也子 上野 直子
江村 聖策 大神 尚子
大塚ひとみ 大野 康彦
岡野 弘法 岡本
睦
奥畑 博子 小田あきこ
柿原ひろ代 片原 都予
加藤久美子 金子 里枝
唐崎 弥生 河内 美佳
川野 雅美 河野 立承
木田 啓子 口石 正吉
熊本亜由美 黒田まり子
古家まるみ 小嶋セツ子
小林 秀子 菰原 貴子
近藤 正男 皿田美穂子
重永 美佐 清水 律子
上口 妙子 白石
徹
白橋美智子 世良 弘枝
芹田 芳江 髙木東代子
髙杉 直通 高瀬
稔
多久島 淳 田中 妙子
田中ノブヱ 田中 康子
田村 美子 辻野 美幸
蔦 ちはる 土屋真由美
坪井由紀子 刀根 久子
冨田 和幸 鳥巣 幹子
内藤 直子 中川 澄子
中薗 勝洋 中村加代子
中村 玉恵 西田 紘一
西田 春美 西村 直子
橋本 栄子 長谷川直樹
林
豊子 久澄 明美
藤本 光子 藤本 有紀
藤原 幸枝 船江 昭広
平間 清美 前原 康夫
益田 京子 松尾 弘美
光武すみ枝 三巴 和子
御船
勲 村上 雄治
村瀬 恵子 本山 和恵

森田 貞子 門三野義治
矢羽田美佐子 山下 照子
山田智恵美 山田 寿子
山本 幸枝 吉田 清美
吉原 久美 吉村 育子
●熊本市会場
【熊本県】 池田加代子
岩岡けい子 立山多津子
福田 文枝 穂積真由美
棟
京子 森 ふみ子
山崎美恵子
●宮崎市会場
【宮崎県】 荒木美知子
飯干
勝 尾形 志子
久峩 良修 高山とも子
東別府つゆ子 山本
勝
●綾瀬市会場
【東京都】 青木ひろ子
【神奈川県】 相川優美子
赤穂
孝 秋本 治子
浅地 麻里 浅野カズ子
新井信太郎 飯田 由子
石川 庸子 伊藤友紀子
梅田
清 大塚 八郎
大野美津子 小川久美子
荻野美保子 長川さなゑ
落合 元子 加藤 和己
金丸喜代美 軽部 洋子
菊地 恵子 喜多村裕介
久我 悦子 倉邉美智恵
小池 文章 國府 陽子
小島 御園 木庭美栄子
小林 直美 雑賀 邦子
坂井 凉子 櫻庭 煦子
笹間由紀子 佐藤惠美子
佐藤 泰子 佐藤 猛志
雫内 明夫 下野 庸子
庄司 康子 白鳥 節美
菅原
信 鈴木希久代
鈴木 聰一 鈴木智賀子
鈴木
昇 鈴木 弘之
鈴本 織恵 関 喜美江
関水 寛巳 十川 孝子
曾根田千鶴 高山 紀子
田中 清子 塚田 圭子
土屋 姜子 都築智惠子
徳田由美子 豊田 照夫
内藤マリ子 永瀬 健二
中田
毅 中西香代子
中野 静恵 野口 春夫
長谷川和子 畠山 道江
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八田 守幸 濵谷美惠子
古川 早苗 星野恵美子
堀部 友子 松原真樹子
松本 重美 松本 輝雄
松本 安民 三浦 玲子
三尾たつよ 見上ふじ江
水越 威人 村松 国男
毛利東洋枝 安岡貴美子
柳瀨 春夫 山内 美香
山上 玉惠 山口喜一郎
山田 京子 山田
緑
吉崎由美子 吉田 敏美
吉村るみ子 若澤 伸子
渡邊 健二
●金沢市会場
【石川県】 池田 康喜
石当 陽子 大沢外喜子
岡野 雅治 小川 明子
河上 文子 木谷 房代
小酒 睦子 杉山 幸子
髙村 澄子 竹原 純子
田中美代子 土山美枝子
出村 律子 戸谷 三男
中島 芳枝 中村 洋子
中山 明美 宮永
都
宮野 紀子 安田とも子
山田 民子 吉倉 栄子
●福井県鯖江市会場
【福井県】 荒木コスギ
岩崎眞紗子 甲斐 裕子
木下 恵理
古宮 輝忠 斉藤 基子
杉本美佐子 福嶌智恵美
前山 裕幸 南
玲子
向
純子 山本はるみ
若杉千津子
●藤枝市会場
【静岡県】 浅田由美子
市野 純子 岩田 明巳
植松百合子 榎土 栄子
大井
朗 大久保信子
大澤 朋子 大重 洋一
大島千加子 大村 克彦
大村 芳子 小川ひとみ
荻江
保 小野地久美子
尾花 幸子 鎌田みほ子
川口しのぶ 川嶋波津子
川本千代子 木内多巳枝
木村 朝子 久野まゆみ
桑鶴すず子 小峯とよ子
佐藤 理美 篠ヶ谷幸枝

嶋田
靖 清水
隆
志村 町子 志村 安江
杉山百合子 鈴木広太郎
鈴木 春義 鈴木よし子
鈴木 玲子 瀬上 若子
関
悦代 関野
香
早出 惠子 髙橋 好生
高部智恵美 滝 万亀子
多々良サダ子 辻
惟昭
辻
とく 寺澤知加郎
殿岡 孝則 長野 真理
野仲 叔子 野寄 靖子
橋本 澄子 細野 数男
前田 喜則 増田
久
三枝 節子 村岡
槇
村上 久枝 村松裕美子
望月 和子 望月 圭子
山川 順子 山田八重子
山本 勝彦 山本志保美
●津市会場
【三重県】 荒木久美子
飯田はる子 泉
恵子
上杉 厚子 宇陀由美子
大西美代子 北村 信生
木村佳代子 清水 昌弘
杉本 清美 瀧石 葉子
谷口 千鶴 谷口
幸
出口美奈子 土佐恵美子
豊田 卓夫 中西 由紀
中根 祥代 松宮 憲一
丸橋美代子 水本真喜子
望木 規子 山岡 恭子
山本 雅之
●岐阜県北方町会場
【岐阜県】 井川 晃代
岩井ゆかり 上田 淳子
昜田 陽子 小栗八重美
小野富美子 神谷美代子
坂田 康代 坂
博司
竹中真奈美 武山 雅則
田村 星子 仲野真利子
中野 妙照 中本 秀子
鍋山久美子 野村 治美
原
澄子 藤井 重幸
古池多美子 松原きぬ代
三浦 祥行 和田百合子
●長崎市会場
【長崎県】 井上 幸子
岩坪加代子 岡 サヤ子
尾﨑利留子 神田 照子
清島津登美 空閑 次男

澤井 鈴子 志水 洋子
角
勝子 堤
順子
中村 栄子 中村 芳子
西 二三子 早川賢太郎
堀岡 理香 前川 清美
増田 和子 水本 勝子
三原 利夫 山﨑千鶴子
●別府市会場
【大分県】 安部 洋子
石榑 順子 稲生 紀子
江藤三代子 佐藤 紀子
塩月賀代子 末田 洋子
髙倉 悦子 高橋 節子
竹内 裕子 伊達 和友
日名子ちか子 平田もとみ
松浪 眞美 武藤 芳子
用松レイ子 森迫アヤ子
横山つね子
●富山市会場
【富山県】 東 あゆみ
稲場 文子 稲荷 孝子
井山 陽子 上野
章
上野 恭子 上野 典子
梅村 美幸 大津賀則男
菊池美千代 清澤 昌代
黒田加奈子 小嶋 春美
澤田
彰 澤田 輝子
杉木 豊子 砂川久美子
立田 郁代 中川 榮子
中島 順子 中西 周子
西田 清美 長谷 秀子
樋詰
努 堀田 美恵
堀
知里 本間由美子
牧野 景子 森
清子
八木真由美 山下 昭子
山本 信子

初段合格者
●名古屋市会場
【愛知県】 太田 雅文
大脇由宇子 唐沢 匡史
北谷 昌子 近藤 春枝
田中 惠子 谷口 裕子
中條みどり 長江 正人
中根 行啓 平野みゆき
廣瀨はつみ 宮地 義亮
森 ことの 山崎 妙美
横田 祐子
●札幌市会場
【北海道】 市田 勇太
大矢ひとみ 高田 結美

瀧川 和枝 水上さゆり
南
文江
●栃木県鹿沼市会場
【栃木県】 海野 典男
岡田 成夫 加納 玉江
岸田 貞子 黒崎
正
古宮 和子 篠原富美夫
菅
和子 鈴木 成美
長岡 トミ 松林 慎二
●越前市会場
【福井県】 愛清 清子
赤﨑貴美子 奥村千代子
片岡 芳子 小林 英子
清水 正一 杉森 成子
谷川 陽子 橋谷正吉良
藤田 純子 三澤 和美
宮﨑 博二 宮下由美子
村田キヨ子 山形 雪子
山田 友子
●青森市会場
【青森県】 阿部 映子
磯木富貴子 及川よう子
小笠原幸子 折舘
信
加賀谷健治 神
澄子
祐川 文子 竹本 百枝
谷崎 典子 中村 幸子
中村 鈴香 鳴海 邦子
船橋 民江 横山千保子
渡邉多惠子 渡邉美代子
●仙台市会場
【宮城県】 織田 和子
角田 文子 河原木眞喜子
河原崎尚樹 齊藤 優子
佐藤 祥子 佐藤 令子
関口 幸子 髙橋 誠子
千葉 新子 寺﨑 星香
新沼八重子 引地 浩子
布澤
正 前嶋
淳
三浦 裕子 三塚 啓子
三塚 幸子
●山形市会場
【山形県】 阿部 明子
安斎英美子 石山万里子
斎藤美紀子
●新潟市会場
稔
【新潟県】 岡部
新堀 充洋 鈴木 稲子
田原 好弘 西山 玲子
堀川 和枝 宗村 昌英
山岸 芳江 渡辺 秋夫

武 術 太 極 拳

●富山市会場
【富山県】 今本由美子
奥田 幸子 尾島 康子
亀谷 喜一 慶伊多紀子
清水 裕美 高田
暁
谷川美和子 虎谷 悦子
中陳 和美 堀
英夫
松井 宏美 宮田 真有
向 めぐみ 村田真由美
山岸 芳江 山 裕加里
吉田 厚子
●各務原市会場
【岐阜県】 浅野由美子
小野木紀美子 河村 文子
島谷三千男 関谷 直人
林
惠子 林
美保
本荘 敦子 三尾津留子
村井 栄子 山岡多美子
山本 裕史 吉田 国彦
●京都市会場
【京都府】 朝川由美子
大内
忠 尾崎
進
加島登志子 加藤 鉄男
金丸 ゆき 叶
克士
草川 眞弓 佐々木佳予子
髙橋 房代 髙溝 優子
平野恵理子 廣﨑 良子
深谷 由貴 藤尾美智子
宮坂 昌余 宮本ちさと
安田 敬子 山本 政枝
山本美智代 吉村 雅俊
米澤 和子
【奈良県】 馬場 元昭
●豊見城市会場
【沖縄県】 新垣 栄子
伊禮代莉子 大城 和子
岸本 政三 岸本みゆき
阪口 悦子 佐久本ルミ子
下地 和美 平良 豊明
照屋 清子 照屋 泰子
名幸美恵子 仲村 敬子
比嘉利枝子 松原 淳子
宮平 政保 山内 秀吉
山城 清美 吉田 淳子
與那城正子
●津市会場
【三重県】 小笠原守男
奥野 恵昭 柏木 優子
金沢 裕幸 川口 純子
河野 満夫 杉本 照美
竹岡ひろみ 棚瀬 富子

冨田 雅治 長尾 茂美
中島 典子 中山 大容
橋本 賀代 橋本 年代
浜中 浩子 原田 惠子
三木 直子 水野 裕之
吉田 勝見 六藤 文子
●神戸市会場
【兵庫県】 秋本 勇二
朝日 英美 家本 和宜
五十嵐恭子 池野真奈美
井上 幸代 井上美代子
魚住 正代 大池 彰治
大橋 一夫 大山 髙子
岡田
正 岡本 正子
小川 信雄 加藤 雅子
唐須 京子 川島 正夫
岸野 清美 岸本
忠
北岡 郁代 奚
静琦
肥塚賀津子 國分 博継
後藤 節子 小林 純代
坂尾八千代 坂元 弘代
佐藤洋一郎 塩谷 政人
志賀 友咲 新久保洋子
鈴木
稔 瀬川 清美
関
清志 髙岡佳世美
髙東美代子 髙原 弘一
髙山 俊彦 田中喜の枝
田中 文敏 田中 正子
田中眞智子 田中美枝子
土橋 厚宜 直塚 大樹
永惠 敬子 中島千賀子
中島 季子 中田 得子
中野惠美子 中野 恭子
中畑 一夫 二宮 正匡
長谷川まゆみ 原山佳津子
平井 明子 胡
美羽
福田真由美 藤本 敏子
藤本 芳恵 前田 幸子
増田恵美子 増田 朋子
松浦 仁美 松田 美喜
松村 啓美 松本 英子
宮本 洋二 向
豊彦
村上
修 森川 悦子
森
純子 森田 康子
諸岡 尚子 安田美代子
柳瀬 艶子 山﨑 恭子
横山 浩
吉井 賢太
●熊本市会場
【熊本県】 川野志津子
北岡
宏 中尾 修一
中林美代子 中村 高子

福島
充
●宮崎市会場
【宮崎県】 安藤 絹代
久保田祥子 佐伯加代子
友重 友子 山村 文明
●鹿児島市会場
【鹿児島県】 伊集院正美
今堀 涼子 岡元 知子
久冨木 盈 久保園泰子
末吉 由佳 東
直子
古川 秀樹 宮下 義弘
●長野市会場
【長野県】 井口 秀子
岡沢 裕子 岡本
寿
小松まみ子 佐藤美恵子
滝沢美恵子 滝田ひろ子
塚田 澄子 戸谷 瑞江
中林 千里 長山 夏子
本田 公子 水谷 勝代
水谷 尚彦 百瀬 澄子
山口 輝子 山越 治子
山田 忠志 依田 賢一
●千葉市会場
【茨城県】 加藤 啓子
西本 沙弥
悟
【千葉県】 石井
市村 尋子 岩瀬 トヨ
臼井 健次 大越 弘順
大橋 啓子 貝原塚峰子
金子 雅代 釜田 美加
木村 陽子 久間 義博
佐藤 光子 佐藤ゆき子
須賀 金松 竹内 信芳
津田 由利 中野 睦子
野形 浜津 廣澤スミイ
福岡みち子 藤本 京子
北條
薫 松山イウ子
望月 雅子 山下 治彦
山矢 格子
●藤枝市会場
【静岡県】 安藤ひろ子
井口 博登 市川 明美
大場
澄 大葉 初代
大原くみ子 岡村 規子
小野村康美 川口 信行
木瀬小夜子 黒川 達郎
小島 昭司 小見山素子
近藤いさみ 近藤 裕美
佐藤 つや 佐藤 睦子
佐藤 裕司 佐野
實
下石 鐵夫 杉山みさ子

諏訪 武仁 髙嶋志津子
高橋みつよ 武田 富子
武田 福雄 戸川 睦美
豊田 裕子 中瀬古惠子
萩原 繁之 萩原 津由
原田 英隆 半田 泰子
日吉 照郎 日吉由紀子
深井 正良 深見美代子
福田乃利子 藤永 典子
本多
敦 前島じつへ
増田 勝子 松永 恭代
山口 宏子 山本
清
油井 敏孝 遊屋みどり
吉澤寿美枝 渡辺 茂樹
渡邉 慎一
●山口県下松市会場
【山口県】 辰巳 利枝
中村 久子 廣谷 純子
藤井 妙子 藤井 富美
藤岡
等 松田 幸雄
三井冨美子 山本美智子
渡辺真由美
●長崎市会場
【長崎県】 池田千鶴子
井村 笙子 尾﨑 逸雄
川添 純治 願能 良一
島袋フエミア 末藤八千代
塚本 京子 中尾チズ子
長末 るみ 中別府園子
中村 博行 難波 雅美
野口のり子 長谷川久子
平岡美保子 平野由美子
蛭田千恵子 福田 美穗
松尾 悦子 松﨑壽美子
松﨑登志子 松下
寛
山上 義男 山口 節子
山田由美子 吉福 文子
●別府市会場
【大分県】 阿南さよ子
恩塚 和子 清原 由香
小山 敬晴 姫野 敬子
本多加代子 弓立 久惠
吉田 智子

