
武 術 太 極 拳

2020年度公認太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ級指導員認定試験

合　格　者　名　簿
全国19会場で534人が修了（Ａ級89人、Ｂ級200人、Ｃ級245人）

●宮城県武術太極拳連盟
小出　礼子 佐竹　惠子 
鳰川　祥子 三浦　晴美
●秋田県武術太極拳連盟
石橋千代子 菅原江美子
●茨城県武術太極拳連盟
秋田きみ子 市村　久子 
梅原　保子 遠藤　恵子 
大塚　直子 川村　裕子 

公認Ａ級指導員
柴崎　弘子 皆川　　忠 
森下ミエコ
●栃木県武術太極拳連盟
髙田　幸代 手塚　明美
●群馬県武術太極拳連盟
板橋　高子 金子　悦子 
北澤　幸晴 湯山　雪乃
●埼玉県武術太極拳連盟
秋田佐喜子 大野　泰史 
河田美智子 窪山　順子 
田中真理子 中野　良子 
増田　利子 森　　純子 

山岸　香江
●千葉県武術太極拳連盟
小林　　茂 佐野　二美 
戴　　胤伊 内藤　澄子 
苗村　一子 萩谷　清二 
橋本　容子 原　　良子
●東京都武術太極拳連盟
井上加代子 大野　崇子 
岡﨑美津子 尾形冨美子 
掛札裕見子 神崎　栄子 
佐伯　英子 猿丸　史枝 
柴田柚実子 陣内　淑惠 
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杉本　公代 陶山志津子 
芹澤ヨシ子 宣　　徳恵 
南部　春美 西山みどり 
布山乃理子 沼田　節子 
平野　洋子 藤江　淑恵 
松田　千秋
●神奈川県武術太極拳連盟
田代　弘子 南　　淳子
●新潟県武術太極拳連盟
竹原　由香
●静岡県武術太極拳連盟
齋藤　貞子 佐藤しずえ 
目戸　理惠
●愛知県武術太極拳連盟
宇野喜久義 小里　和久
●三重県武術太極拳連盟
里見　典子 西野　敏男
●大阪府武術太極拳連盟
井倉　通孝 岡本　公子 
加藤　紀子 黒田登志子 
桑田　恭子 小山　千鶴 
新里　冨子 鈴木　隆子
●兵庫県武術太極拳連盟
金本ゆり子 木股　文香 
菅井富美子 辻本久里子
●奈良県武術太極拳連盟
竹川　幸子 平井　憲子
●福岡県武術太極拳連盟
大嶋　國子 佐藤　悦子 
中島　昌子 丸山　佳子
●熊本県武術太極拳連盟
遠山　美紀
●沖縄県武術太極拳連盟
宮城　紀子

●青森県武術太極拳連盟
井村　好美 工藤　尚子 
小関　美子 竹内てい子
●岩手県武術太極拳連盟
石田　紀夫 菊池　洋子 
佐々木利一 佐々木律子 
佐藤　睦子 舘下　正幸 
中村裕美子 福島　純子
●宮城県武術太極拳連盟
小宮裕見子 横田　淳子

●秋田県武術太極拳連盟
小松ちゑ子 佐藤　信雄 
東海林久美子 田村　榮子 
船木　律子
●山形県武術太極拳連盟
五十嵐幹夫 横尾　　強
●福島県武術太極拳連盟
今野　和子 鈴木　玲子
●茨城県武術太極拳連盟
安部美也子 軽部　澄子
●栃木県武術太極拳連盟
伊東美奈子 下重　厚子 
知久　清美 村田　恵子
●群馬県武術太極拳連盟
小林　洋子 品川　孝子 
白石ひろ美 津久井清隆 
富樫紀代子
●埼玉県武術太極拳連盟
梅原　和子 金井　惠子 
椛村　龍光 向後由紀子 
後藤ひろみ 長谷川有子 
東　　精一 安田　洋子 
吉井　將充
●千葉県武術太極拳連盟
上杉　清仁 佐藤　茂子 
鈴木　トキ 中村　　暎 
萩谷はるみ 松原　紀子 
渡辺　京子
●東京都武術太極拳連盟
新井　俊子 岩下　洋子 
江川　一枝 大垣和歌子 
金本真喜枝 小尻　夏子 
近藤留美子 阪野　澄子 
佐藤　秀夫 清水　康之 
下村　信子 高美　学雄 
寺岡千恵子 冨重　恭子 
伯田　博子 濵元　洋美 
福原美智子 松井　啓子 
丸山　洋子 山崎　憲子
●神奈川県武術太極拳連盟
石井加代子 石川ゆかり 
伊藤みゆき 奥津與志子 
川後英美子 斎藤　君子 
佐藤　久枝 末永　澄子 
廣野　初音 村田　和江 
山﨑　和美 山田恵美子 
吉原　和子

●山梨県武術太極拳連盟
関口　恵子 武藤千鶴子
●新潟県武術太極拳連盟
鈴木　昭次 矢部　孝志
●長野県武術太極拳連盟
石森　早苗 須藤　隆子
●富山県武術太極拳連盟
浅野　　修 大坪かず子 
髙塚 美代子
●石川県武術太極拳連盟
鶴山　潔子 根畑　利治 
四谷　廣子
●静岡県武術太極拳連盟
杉本あつ枝 橋本由美子 
濵田チエ子 平尾　暢子 
平田　貴子 渡辺なほみ
●愛知県武術太極拳連盟
伊藤よし子 今田　孝子 
宇佐見英文 臼井美喜子 
小栗　淳子 小山田哲志 
小山　　純 権田　香代 
齋藤せつ子 髙須　淨子 
中川　照絵 平野新太郎 
松井　信子 森南　景子
●三重県武術太極拳連盟
生駒　和登 石井由利子 
大野　博之 高橋まち子 
浜野　田鶴 福井　敏彦
●岐阜県武術太極拳連盟
岩月　紀子 江﨑　智女 
大野　豊美 吉子　順子
●滋賀県武術太極拳連盟
大窪きみ子 榊原真美子 
山根美保子
●京都府武術太極拳連盟
磯部　敏治 河合須美子 
中谷由美子 中村　佳代 
南　けさ代 森岡　京愛
●大阪府武術太極拳連盟
網浦　珠美 一井千代子 
井戸　紀代 今井　奈津 
上野　葉子 宇津木　誠 
加藤　妙子 金谷美津江 
木股　勝二 木本　佳子 
清成　真美 小西　和子 
小松　恵子 佐々木康子 
田坂　悦子 辻野　育子 

公認Ｂ級指導員
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辻　　寛子 鄭　　惠芳 
中川　善夫 西尾　佳子 
西塚　恭子 前川　和久 
松田　真実 渡部　春美
●兵庫県武術太極拳連盟
上田好乃美 大下富美子 
大野　啓子 加藤　康子 
窪田 伊都子 栗山磨由美 
田窪　悦子 田下とよ子 
塚本ヤヨイ 藤司　博子 
塔筋錬太郎 中島　玉絵 
中野　由美 畠山　正恵 
原田　勝幸 福井　正恵 
藤原　光世 松尾　玲子 
水野　洋子 八尾栄利子 
渡部　千草
●奈良県武術太極拳連盟
岡本　節子 吉川　廣子
●和歌山県武術太極拳連盟
高野　惠子
●高知県武術太極拳連盟
森田　郁子
●福岡県武術太極拳連盟
堤　　雪子 中野　節子 
名嶋美和子 東　　　睦 
三隅　泰介 本永　尚子
●佐賀県武術太極拳連盟
酒井　真理
●熊本県武術太極拳連盟
大島美帆子 河野　公子 
外村のり子 村上由紀子
●大分県武術太極拳連盟
坂本由美子
●鹿児島県武術太極拳連盟
唐鎌　重基 益山　節子 
見原　邦治
●沖縄県武術太極拳連盟
伊集　紹子 田盛　敦子

●岩手県武術太極拳連盟
亀井千枝子 佐藤　悦子
●宮城県武術太極拳連盟
奥田　純子 菊地みつえ 
西城　良子 佐藤　朝子 
島津　恵美 髙橋　耕子 

槻田　良一 土田眞由美 
外崎　享子 鳴海二美子 
二上　浩美 谷津美智子 
渡辺美智代
●秋田県武術太極拳連盟
青木　恭子 石山多美子 
伊藤　寅夫 伊藤　信子 
川瀬　京子 木村　妙子 
黒田　民子 武田佐枝子 
田沼　恵子 千葉　礼子
●山形県武術太極拳連盟
澁谷　幸子
●福島県武術太極拳連盟
金田　智子 菅野　裕子 
日下部美和 田村　桂子 
畠山みつ子 八巻ゆかり
●茨城県武術太極拳連盟
池田佳代子
●栃木県武術太極拳連盟
荒井　久子 佐藤　守男 
田口　英子 福富　浩子 
福村　　明
●群馬県武術太極拳連盟
久保田富二 名倉　善明
●埼玉県武術太極拳連盟
秋永　悦子 内田　敏子 
岡島　弘子 鈴木　　隆 
須藤　富子 関口　和江 
関　　敏紀 森村　文子 
八尾　　實
●千葉県武術太極拳連盟
阿部フミ子 土谷　明彦 
村松　智子
●東京都武術太極拳連盟
浅田　昭司 阿部　通子 
石田　優子 植竹　春花 
北浦眞紀子 齋藤　英子 
斉藤　裕子 佐藤　孝子 
所山　浩司 瀬川富智子 
髙田　靖夫 冨岡　靖史 
豊田ゆう子 橋本　　泉 
東　　孝美 樋口　玲子 
平山　友子 堀田　洋子 
山田　郁子
●神奈川県武術太極拳連盟
伊藤ツヨ子 伊藤　文江 
大久保由利子 尾白　佳隆 

鹿島　弘子 北村　愛子 
吉良　陽子 粂　美佐子 
児玉　有里 眞田　優子 
高田　充子 田島　雅博 
田中　清子 富山　正夫 
長﨑　祐子 中野　静恵 
名倉由美子 広瀬　浩子 
不殿　眞澄 罍　由香子 
吉野　洋子 渡辺　亮子
●山梨県武術太極拳連盟
島田　貴大 松野　貞子
●新潟県武術太極拳連盟
須藤　法子 平野　絹枝
●長野県武術太極拳連盟
高橋　敏宏 田代　利幸 
宮入　典子
●福井県武術太極拳連盟
巽　　俊一 西村　彰朗 
橋本　良平
●愛知県武術太極拳連盟
片寄記久子 立松　弘子 
丸山美代子
●三重県武術太極拳連盟
池田　豊美 鮫島裕美子 
野垣内町子
●岐阜県武術太極拳連盟
鵜飼　尚子 太田　康恵 
奥田　清泰 棚瀬　　幸 
伏屋　孝子 頼末　　香
●滋賀県武術太極拳連盟
一瀬　和美 稲田あつ子 
杉澤　悦子 中野　秀幸 
中山　浩一 本間　明子 
丸井　一成
●京都府武術太極拳連盟
漆谷　晶子 川口　成人 
川口　榮子 佐伯　敏子 
貞岡　辰夫 黄　　珉淑 
松田　純一 渡邉　麻実
●大阪府武術太極拳連盟
浅井　　忍 荒川　博子 
今村　茂功 太田　慶子 
緒方真智子 河村　律子 
菊池　澄子 秬谷　七重 
蔵本　龍子 小林　律子 
小山いずみ 紺野　隆子 
清水　慶子 田嶋恵美子 

公認Ｃ級指導員
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田尻満里子 立川由美子 
寺島　優美 永砂由美子 
中西美奈子 中村加州美 
西井富美子 西瀬　昌代 
原田　理子 肥爪富士恵 
福元真由美 桝谷　洋子 
松本　京子 松本　千惠 
三島　慶子 三田　悦子 
南出　弘子 宮本貴代美 
諸橋　順次 八木　雅春 
湯浅勢津子 萬　佐智子
●兵庫県武術太極拳連盟
青池　宜子 赤野　恵子 
穴口　和美 碇山　基嗣 
碇山八重子 岡田　幸男 
川島真智子 鬮橋　豊子 
黒崎登志子 阪本　敏美 
徐　　智文 白石　敏子 
菅　美恵子 隅田　淳子 
住友　正和 高橋　京子 
田中　妙子 田邉　洋子 
戸井みさを 冨田　和美 
長宗　市子 中山美智枝 

成田　眞美 西田緋紗子 
橋本　克彦 橋本　信子 
浜田　哲夫 福井　澄子 
藤下　末夫 藤本　　豊 
宮本眞理子 三輪さつき 
山内　春代 山本富美子 
山本　玲子 吉田美千代
●奈良県武術太極拳連盟
安居　睦美
●鳥取県武術太極拳連盟
山本志津枝
●岡山県武術太極拳連盟
宇高　佳恵 荻野　啓美 
亀井　康惠 小西　敏弘 
小柳　裕美 佐藤　仁美 
下須賀光子 野山　義男 
藤川　恭子 森下　成子 
安谷　圭子
●広島県武術太極拳連盟
片山真由美 齋藤　興告 
髙田　潤子 田谷　正文
●山口県武術太極拳連盟
野村　修平

●高知県武術太極拳連盟
片岡恵美子 武田　美恵 
巴　　博子 山本　加代
●福岡県武術太極拳連盟
綾塔　貞男 江島　純子 
大倉　あき 近藤美砂子 
中川　邦子 藤丸　結実 
佛坂　和彦 松隈　昭紀 
門三野義治
●佐賀県武術太極拳連盟
堤　　泰子
●長崎県武術太極拳連盟
木下健一郎 渡辺　政喜
●熊本県武術太極拳連盟
西島登代子 藤道　雅代
●大分県武術太極拳連盟
大鶴かずみ
●鹿児島県武術太極拳連盟
石橋　常子 小城　順子 
重田　文子 田中まり子 
畠中　里美
●沖縄県武術太極拳連盟
菊池　年美




