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東京会場
2020年10月 ４ 日

2020年度後期「太極拳４段位昇段審査会」結果一覧（東京・大阪）
※他会場の審査結果については後日掲載

会場別１次審査合格者名簿（計337人）（五十音順）

（150人）

会場別２次審査合格者名簿（計379人）（五十音順）

東京会場①
2020年10月 5 日

足立　典子 荒木すみよ
猪狩　明子 泉　眞佐子
伊藤　欣二 井上加代子
宇佐美越子 梅本　和子
大橋　明子 大畑　美和
荻島　初子 小座間昌枝
片岡　春樹 加藤しず子
北村　敏雄 金城　順子
熊谷　直裕 小板橋美雪
越水　　武 小西　幸子
小林　歩妙 斉藤　幸子
三枝啓一郎 酒井　睦枝
櫻井　昌子 佐々木一人
佐伯　英子 沢登　幸子
塩川会津子 重村　静子
志白　清子 柴田千鶴子
柴田麻実子 島田美栄子
杉本　時子 杉山　　等
須藤　恭正 諏訪部吉枝
瀬賀　亮子 芹澤ヨシ子
平良　和子 髙田　弘美
髙橋　芳子 竹下　和子

多田　　傑 多田美保子
田中　　誠 丹波　厚子
筑井　秀夫 千鳥　安雄
千葉　敦子 千葉　和子
張陳　雪貞 寺井満寿子
富田　真弓 富山　正夫
永井智賀子 中久喜　晋
中島佐代子 長嶋ひとみ
長瀬　陽子 二宮　弘子
二平ひとみ 仁平　裕子
根津　清子 野中　雪子
八長　絹江 浜田　孝子
松田喜美子 丸尾　茂生
丸山　洋子 望月　恒明
森田真智子 矢島美代子
山宮　励子 山本　達雄
山本　法子 横井貴代子
横濱　悦子 吉川　ヨシ
羅　　劉清 和田とみ子
渡部　節子
東京会場②
2020年10月 6 日

秋元　里美 有竹　利行
飯島　節子 石井　博子

（83人）

　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、各位の
所属する加盟団体を通じて、2021年1月15日（金）
までに所属都道府県連盟に提出してください。登
録された方には「４段位証書」を２月下旬までに
各ご自宅へ宅配便で送付いたします。手続きが遅
れないようご注意ください。

４段位を登録される方へ

大阪会場
2020年10月11日（187人）

井田　信子 伊藤　秀一
猪谷　純子 上野　厚子
薄井　和子 榎本　優子
海老原美代子 大木　　豊
大野　愛子 荻原真理子
笠原　昌夫 柏原ゆかり
金子　敦子 川村由利子
桔梗　信安 久保田みゆき
熊井　清陽 栗原　泰子
齋藤佳代子 斎藤　英子
崎谷　正行 佐藤　静子
佐藤三惠子 佐藤美智子
篠原　菖子 島口　一利
清水　理佐 所山　浩司
菅原　晶子 砂山　和夫
住田　幹子 関本　國光
高橋あけみ 高橋　達紀
高橋　蓮仙 髙栁　明子
竹澤まり江 武田　美雪
辻本ゆう子 戸谷　保子

中谷美智子 中田　迪子
夏井　愛子 夏井　春夫
馬場　紫暢 日浦　園子
福島　克子 補陀　英直
町田せき江 三澤　征夫
峰　輝八郎 宮永　武彦
渡辺　政子 渡辺由宇子
東京会場③
2020年10月 7 日

青柳　洋子 阿部　律子
石井加代子 磴　　邦子
伊藤奈保美 大沢　久子
大橋　桂子 岡田　暸子
小栁　　実 金子　智子
川口香代子 木山　啓子
久保田朝子 小島　信博
小須田正孝 小林　淑子
齋藤　貞子 佐藤　美穂
篠原　暁子 鈴木　勵子
善田　優子 髙橋　貞行

（58人）

（４8人）
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高本　　聡 辻　　文子
東條　和子 外川みゆき
中川恵美子 中田　　愛
西田美壽子 平山　栄子
福島　庫子 藤井　洋子
藤枝　純子 藤木じゅん子
細野満里子 本田　陽子
増岡美奈江 松澤　正子
宮内　徹也 目黒　恵子
目戸　理惠 森　　宣昭
森谷キミ子 茂呂多美子
柳田　滋子 山﨑　正己
横塚　好子 四方田春義
大阪会場①
2020年10月12日

浅山　清枝 石橋　千恵
磯西佐知子 岩佐　　環
植田加代子 後　冨美子
内田千代子 梅原　信子
應﨑　繁子 大川　裕子
大西　明美 丘本　幸惠
岡本　春子 奥田　敬子
小関富美子 越智真弓子
角尾喜久枝 河合　明代
河村　明子 川村　康雄
金　　次政 栗田美智子
黑木　英子 香山よしの
後藤　敏文 小林　昭善
小森　　純 雑賀　博子

佐藤　孝樹 清水　喬子
下坂　澄子 鈴木　隆子
高木　悦子 田口　明美
竹川　　猛 田渕由美子
丹川　松子 壷井　俊悟
藤司　博子 中井　眞人
中川　悦代 中村　恵子
中村　敏之 名和　啓子
新名　二郎 西田　照子
西野文美子 野村　享子
橋國　宜則 橋田　敏子
畑　　律子 服部千加子
原田　勝幸 平田勢津江
福井　恵美 藤永あさ子
前田　典子 松井美知子
松島登志江 松保　聖子
三浦　舞友 三ツ井美恵子
光成みどり 睦谷　容子
村上　洋子 村田　峰子
山口恵美子 山田　礼子
山村　弘洋 山本　夏枝
吉田惠美子
大阪会場②
2020年10月13日

荒木　好美 池本　友子
井上　昭治 今林　佳代
大塩　妙子 岡本智江子
納村　栄子 落合エツ子
鍵谷悠紀子 笠原　浩子

金丸　玲子 北浦　美江
北野真理子 木下　えみ
栗田登美子 河野　育恵
高野　惠子 紺谷恵美子
境　万起子 佐藤　千鶴
重森　久江 白神紀久江
杉森　博子 杉山　匡世
鈴木　康友 諏訪　祥子
妹尾　正一 髙井　明世
田中　　登 谷野賀津子
千葉由美子 津國美惠子
堂城和香子 渡名喜まさ子
富永　勝子 中田　悦子
中谷のり子 中村美千子
中山美智枝 二星　祥子
野窪美紀子 橋本　永利
馬場　理恵 播本　妙子
平松富美子 藤井真由美
藤岡　秀代 前橋真由美
枡井　弘美 増山レイ子
松村　良子 舞弓　京子
宮下　悦子 三輪　幸司
向井喜久子 森本　　理
山内喜代子 山﨑フサエ
山下　明美 山西　啓子
山本　和雄 山本　弘子
山本　由記 吉江　達夫
吉岡　佳美 吉川　圭子
渡辺　恵子 渡辺　康史

大阪会場③
2020年10月1４日

青木三智子 礒本　　惠
伊藤有為子 岩本　浩嗣
上田　吉世 植田　佳子
内海美由紀 大上　明子
大村伊久雄 大森　重美
荻坂　智美 梶原　光行
金田由佳利 木村美智子
甲田　麗子 小林　朱実
呉　　麗幸 塩津美津子
志田　勝治 下中千恵子
諏訪　悦子 諏訪まり子
武田美由紀 竹中　純子
辰野　　幸 田中　寛子
智原　尚子 津田　好清
中川　美和 中田智香子
中村　郁代 成定　由美
野村　時子 橋場　典子
長谷川文子 濵　加壽子
福田　正惠 藤川　和子
藤本　順子 前川洋視子
松下婦美子 三口眞樹子
宮本　義男 村上　澄子
森川みどり 森　　繁利
矢野　眞弓 山岸　　徹
山下　晴美 山中枝利子
若狭　美奈

（71人）

（51人）

（68人）




