
武 術 太 極 拳

2021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30日　全国75会場での実施分

合 格 者 名 簿〔Ⅰ〕10月24日～11月30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

●福岡市①会場
【福岡県】	 上田美也子	
榎　みさ子	 太田喜久子	
小楠　葉子	 小嶋セツ子	
佐伯美登里	 酒井　裕子	
皿田美穂子	 髙木東代子	
坪井由紀子	 中村　悦子	
新村　律子	 西村　直子	
藤田二三夫	 平間　清美	
堀　　純子	 村上美保子	
村中　麻路	 森田　範子	
山内　和博
【佐賀県】	 大澤美枝子	
小山タエ子	 田中　正枝	
徳渕　嘉範	 古川　淳子	
牟田　政友	 吉永　黄河
【長崎県】	 麻生美代子	
一瀬　延子	 江上　静枝	
尾上　優子	 金山美惠子	
古場三代子	 津野恵美子	
仲尾　幸子	 松永るり子
【熊本県】	 金子　節子	
黒田　　勉	 島村　優子	
福田　文枝	 山口　正克
【宮崎県】	 東別府つゆ子	
山崎佐代子
【鹿児島県】	 竹下ふき子	
古屋鋪玉子
【沖縄県】	 具志堅ナエ子	

太田　　寛
【長野県】	 洗　みさ子
【富山県】	 杉木千栄子
【静岡県】	 大島千加子	
木内多巳枝	 杉山　一夫	
辻　　とく
●福岡市②会場
【山口県】	 仲地　良子	
浜辺　弘子	 平井　佳典
【福岡県】	 尾越　和子	
関　修一郎	 髙杉　直通	
谷口　則子	 中川　邦子	
藤丸　結実	 藤原　幸枝	
松隈　昭紀
【佐賀県】	 川崎　典子
【長崎県】	 岡　恵理奈	
木下健一郎
【熊本県】	 岩下　和子	
志垣　幸枝	 永田　秀代	
原　　正子
【大分県】	 坂梨　孝子
【宮崎県】	 尾形　志子
【鹿児島県】	 金竹　明美	
小城　順子	 新　さつき	
吉﨑　春美
【沖縄県】	 兼城　博子
●仙台市①会場
【青森県】	 小原　　実	
佐久間るみ子	 鈴木　良子	
関根　哲夫	 竹井　睦子	
西澤　祀子	 三上　悦子	
吉崎　昌子

城間　恵子	 平良サキ子	
中江　　均	 比嘉　　章	
外間　和子	 屋良　悦子	
和宇慶ひとみ
●東京都①会場
【北海道】	 加納　芳郎
【茨城県】	 伊藤　千枝	
近江谷桂二	 髙木早知子	
長畑美世子	 増尾　陽子
【栃木県】	 岡　みどり	
塚形　京子
【埼玉県】	 小熊　晶子	
吉積　　彰
【千葉県】	 久原　敬子	
酒井　恵子	 佐藤　茂子	
玉井　朝子	 堀井　次雄	
堀　　義雄
【東京都】	 石川　清子	
石鍋百合枝	 伊藤　磨智	
大野　幸子	 岡野　忠広	
小川美智子	 髙野　克人	
筒井佐和子	 中西　久代	
野﨑満美子	 三重野佐智子	
山内玄太郎
【神奈川県】	 荻原佐江子	
回　　　莉	 金子　侊信	
鈴本　織恵	 曾根田千鶴	
永瀬　健二	 中西香代子	
深津伊佐美	 福嶋　良子	
松原真樹子
【山梨県】	 相澤由香理
【新潟県】	 今村　　敏	

３段合格者
【岩手県】	 石田　紀夫	
村上美智子	 森　　　雅
【宮城県】	 我妻　　勇	
板橋よう子	 奥田　純子	
菊地みつえ	 鈴木　章子	
鈴木　想一	 鈴木　久子	
須藤　汀子	 髙橋はる子	
竹内　妙子	 二唐　時雄	
馬上　敏子	 吉田まさよ
【秋田県】	 長谷川光子	
𠮷田　睦子
【山形県】	 小野　立子
【福島県】	 安倍レイ子	
安藤マサイ	 神村　倫子	
鈴木　玲子	 田村　桂子
●仙台市②会場
【北海道】	 奥山　初江	
柴崎　智子
【青森県】	 漆田真紀子	
川﨑　牧子	 菊地　　亮	
工藤千保子	 黒田　　薫	
須藤　清栄	 種市りつ子	
野呂　剛司	 平野　末美
【岩手県】	 大塚　義範	
亀井千枝子	 黒川智津子	
小橋美知子	 出口ヒロ子	
中道　京子	 七尾　睦子	
西村恵理子	 馬場　光子
【宮城県】	 熊谷　千明	
佐藤きよ子	 堀田　　琢	
宮澤さゆり
【秋田県】	 麻生恵美子	
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伊藤　寅夫	 大髙かよ子	
加賀谷敏子	 木村　妙子	
黒田　民子	 後藤　康子	
佐藤　郁子	 佐藤　聖子	
高久いく子	 西嶋　祐子	
藤原　寿子
【山形県】	 小池千香子	
武田佳代子
【福島県】	 黒澤　久子	
小林　満子	 齋藤　敏枝	
新井田典子
【東京都】	 大川　和美
【新潟県】	 池田　春雄	
丸岡　智子
●東京都②会場
【茨城県】	 安部美也子	
今井ひろみ	 蛯沢　祐子	
恩田　真澄	 永井　美杉
【栃木県】	 阿部　文子	
小林美佐子	 柴田　典俊	
髙橋　直美	 高山　説子
【千葉県】	 糸井　英雄	
岡　　幸子	 加藤　一夫	
鈴木　朋子	 田中美佐子	
土谷　明彦	 坪井　幸恵	
廣瀨　邦江	 廣瀬眞理子	
古館　秀讓	 溝上真理子
【東京都】	 内野　惠子	
奥隅千賀子	 笠島　直美	
亀屋　紀子	 北原　和佳	
小弥　玲子	 瀧澤千嘉子	
西村眞里子	 沼田百合子	
松井　啓子	 山崎　千里	
横田　博子	 吉田　　幸
【神奈川県】	 石井　智子	
五十川德満	 遠藤　珠海	
大橋　恒子	 鹿島　弘子	
久我　悦子	 小西　一典	
近野　　広	 斉藤　明子	
佐藤　泰子	 佐野千依子	
鈴木希久代	 関　喜美江	
田上　雅弘	 竹下　淑子	
長﨑　祐子	 中村　康子	
平本　富雄	 廣里エリカ	
真下久美子	 松原喜代子	
山口みよ子	 横田　公代
【山梨県】	 小俣　眞澄	

鎌田トミ子	 齊藤たか江	
橋村みどり	 松本　宏之
【新潟県】	 大久保美惠子	
大桃　昭雄	 大桃　和子	
小林　和昭	 齋藤ゆかり	
鈴木　昭次	 米山十四子	
渡邉　洋子
【長野県】	 朝日　賢一	
小林　由紀	 鈴木けい子	
東城　清隆
【富山県】	 塩原　春美	
髙塚美代子
【静岡県】	 佐藤　知美	
鈴木清美子	 野村　敬子	
広田ふじ江	 森　　明美
●大阪市①会場
【富山県】	 堀　　知里
【福井県】	 岩崎眞紗子
【京都府】	 奥西　秀子	
小塩美智子	 笠次　武男	
延田真理子	 橋詰　兼子	
水野久美子
【大阪府】	 浅井　絹代	
天戸富美子	 石井　達子	
伊東実千代	 上田　幸三	
上田太嘉子	 江藤　京子	
大山　　明	 岡田恵美子	
小野　和子	 片山　雄義	
角野　愛子	 金子有美子	
鬼島　隆一	 北方　　功	
黒田　　泉	 小西　和子	
多田久美子	 辻　　敬子	
辻　すみれ	 辻本　牧江	
土屋　徳生	 寺島　優美	
中　　郁夫	 中島真由美	
中西みゆき	 中野　靜子	
花田えつこ	 濱岡　文枝	
藤井いずみ	 藤田　敏子	
藤本　和子	 松山　文誌	
南口　明美	 森田日出夫
【兵庫県】	 荒井　亮子	
井上　美幸	 江口　俊子	
奥嶋　一雄	 柏原みどり	
柏原　　豊	 木下　俊昭	
佐藤　悦子	 城内太佳子	
髙沢　則雄	 髙見　清美	
中木　弘子	 松尾　光子

【奈良県】	 澤井左恵子	
鈴木　澄子	 中野　澄江
●大阪市②会場
【石川県】	 丸岡喜代子
【福井県】	 山本はるみ
【滋賀県】	 加藤伊佐美	
村下　成政
【京都府】	 有本　直美	
安藤　優子	 上野　咲子	
小川　幾子	 北村　智子	
木寺　郁代	 衣笠　　洋	
滝川須実枝	 谷垣　和夫	
谷垣　容子	 寺田美代子	
橋爪きみ昴	 宮田　妙子	
山口　愛子	 吉川　秀子
【大阪府】	 麻野　恵子	
石橋　美鈴	 伊藤　良子	
太田　清美	 緒方真智子	
神嵜　義隆	 北尾　美鈴	
木村智香子	 小坂美智子	
佐藤　啓子	 柴田　延子	
清水　慶子	 清水　由美	
瀬田　和之	 谷　　京子	
辻本　政代	 辻　　善央	
鶴谷　育代	 土佐　晴美	
戸田　玲子	 西　　規子	
堀内小夜子	 宮本貴代美	
村井伊都子	 村井　英晃	
山川智恵子	 山下　紀世	
横山　光子	 頼元　逸代	
和田　史子
【兵庫県】	 赤野　恵子	
朝倉　幸子	 足立　弘美	
有安　光子	 池田みどり	
池淵　　守	 池淵　陽子	
井上　芳美	 梅本　悦子	
加藤　久子	 杵築　栄子	
栗原　道惠	 紺家　弘子	
佐藤さおり	 庄子三千代	
白石　敏子	 新家美樹子	
鈴木美代子	 田賀久美恵	
髙山　多恵	 時政　幸枝	
中嶋　安廣	 成田　眞美	
西村　正子	 濱田　和美	
春井　良雄	 春名　佳典	
藤本　昭代	 古川　裕美	
星倉　悦郎	 細井さち子	

松岡　久恵	 松野　　功	
道端　　實	 南谷貴美子	
椋田　明子	 八鍬　知子	
安井　愛子	 安井　成美	
若城　敏邦
【奈良県】	 阿部　春枝	
小林　佳子	 杉本　容子	
松山　和代	 松山　敏子	
山岸千江美	 山田　栄喜
【和歌山県】	 岩出　江美	
玉置　奈緒	 豊田眞知子
●大阪市③会場
【滋賀県】	 大橋　直美	
金澤　豊子	 山嵜　純子
【京都府】	 井上　一夫	
大原美智子	 清水　綾子	
牧村久美子	 三島　文夫	
三島真知子	 山中　宏允
【大阪府】	 大橋　秀香	
倉田ヤヨヒ	 佐々木康子	
田尻満里子	 辻野　育子	
松田真理子	 南　　富雄	
宮﨑　俊夫	 元山　　章	
山田眞由美
【兵庫県】	 幾田みよき	
石原美佐子	 奥村　啓子	
小田　純子	 鎌田　秀秋	
久保小百合	 相良佳代子	
鈴木あけみ	 鈴木　和子	
寺原　正美	 仲原　鈴美	
西中　廣子	 乘立　嘉郎	
桧垣　真澄	 藤村　佳子	
松尾　種美
【和歌山県】	 岡崎　　愛	
奥野さちよ	 金田三千代	
中井　時世	 三木須美子

●札幌市会場
【北海道】	 瀧川　和枝	
千葉　敬子	 松本富美子	
水上さゆり	 森谷　裕子
●仙台市会場
【宮城県】	 阿部　理美	
角田　文子	 河原崎尚樹	
笹森賢一郎	 曽根田陽子	

２段合格者
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三宅　　好	 谷津美智子
●鹿沼市会場
【栃木県】	 江川　光代	
大垣　妙子	 尾島美江子	
岸田　貞子	 小林　　泉	
古宮　和子	 佐竹　紀子	
鈴木　成美	 儘田　伊音	
横島　絹代
●佐賀市会場
【佐賀県】	 尼寺　征子	
石﨑　　昇	 石﨑　美子	
草場八千代	 久保扶美子	
古賀　和子	 西津　博子	
永渕　康子	 松谷　浩史	
松永　恭子	 宮地　良描	
村尾　幸子	 横尾　綾子
●青森市会場
【青森県】	 佐藤　悦子	
祐川　文子	 谷崎　典子	
中林　道子	 中村　幸子	
森　　優子	 八桁美智子	
横山千保子
●山形市会場
【山形県】	 斎藤美紀子	
嶋貫ひろみ	 髙橋智栄子	
馬場　貞子	 諸岡ふさ子
●盛岡市会場
【岩手県】	 浅沼　花恵	
小島　芳枝	 菊池　笑子	
昆　　政弘	 藤澤　局子	
古川志津江	 三浦美保子	
村瀬　敏子
●新潟市会場
【新潟県】	 磯田　正俊	
岡部　　稔	 木村　雅子	
小山由紀恵	 瀬下美津保	
髙橋　悦子	 竹谷　和明	
田中　毬子	 田原　好弘	
西山　玲子	 長谷川怜子	
林　　清美	 堀川　和枝	
山岸　芳江	 山崎　晴代	
山下　泰子
●名古屋市会場
【長野県】	 本田　公子
【愛知県】	 稲垣　敏光	
太田　雅文	 小笠原健一	
岡本　光子	 小掠三矢子	

加藤　愛子	 唐沢　匡史	
北谷　昌子	 小林　綾乃	
佐藤とも子	 神長　和子	
武田　名美	 長江　正人	
平野みゆき	 廣瀨はつみ	
真鍋　嘉伸	 宮地　義亮	
横井さつき
●浦添市会場
【沖縄県】	 新垣トシ子	
新田　文子	 伊波美智子	
上江洲幸枝	 嘉陽田朝正	
岸本　房子	 佐久本ルミ子	
平良　豊明	 知念　洋子	
桃原　紀子	 中曽根恵子	
仲村　　隆	 松原　淳子	
吉田　淳子
●福島市会場
【福島県】	 瓜生　睦子	
大井　孝子	 小澤　京子	
川崎　紀子	 小関　由紀	
酒井　久子	 佐々木佳子	
瀬野　香子	 角田　元成	
富樫　利恵	 畑山　一子	
坂内　敏子
●取手市会場
【茨城県】	 小座間義己	
杉田　明美	 藤城　允英	
宮澤　順子	 吉田　智子
●さいたま市会場
【埼玉県】	 石井　清二	
今井　健之	 今井　妙子	
WONG	YEEMEI	 岡田　広子	
金井　　宏	 金井　律子	
上平　次男	 川原田真由美	
木村富貴子	 桑原　幸子	
小島ゆかり	 小林せい子	
小松圭位子	 坂爪　幸子	
佐久間圭子	 篠田　和子	
柴野　　進	 島村　裕子	
鈴木　幸夫	 竹内　早苗	
椿　　幹男	 中道　一也	
西島　康徳	 根本　　進	
藤田　佳弘	 船山めぐみ	
古田　幸平	 町田ひとみ	
守屋　郁子	 山宮　信子
【東京都】	 大藪　哲哉	
横山　由美

●福井県鯖江市会場
【福井県】	 奥村千代子	
高瀬　雅代	 武田智恵美	
為沢　裕子	 宮﨑　博二	
山田　友子
●津市会場
【三重県】	 赤塚加代子	
岡本　厚巳	 河野　満夫	
近藤　早苗	 杉野　篤子	
高木由理子	 長尾　茂美	
三木　直子	 向井　佳子	
山本　映子	 六藤　文子
●各務原市会場
【岐阜県】	 青木　美子	
岩井比呂子	 桂川　誠司	
桐井　博子	 坂田　　元	
鷲見美恵子	 長澤　　寛	
服部美智子	 藤原あづさ	
前田　和孝	 山田　光重
●神戸市会場
【兵庫県】	 秋本　勇二	
明山千代美	 荒木千恵子	
安藤　和子	 池野真奈美	
石井久美子	 和泉彦太郎	
井上　晴美	 今岡　　瞳	
岩城　安恵	 魚住　正代	
大池　彰治	 大江美智子	
大久保京子	 大島　健治	
大村　夏生	 緒方萬喜子	
岡本　正子	 加東　　潔	
唐須　京子	 川島　正夫	
川本　久子	 北井　裕子	
黒木　一惠	 肥塚賀津子	
小島　清美	 児玉　隆子	
後藤　節子	 小松　信子	
坂尾八千代	 坂本　恵子	
佐藤　睦子	 塩谷　政人	
神内　淑子	 杉山磨里子	
瀬川　清美	 関　　清志	
髙原　弘一	 髙見　忠弘	
竹内　弘征	 竹元　都子	
田中　廣子	 田中　文敏	
田中　正子	 谷本由美子	
辻　真利子	 中井　尚通	
永惠　敬子	 中川すみ子	
中島　季子	 仲津　典子	
中野　恭子	 中畑　一夫	

成田　　仁	 長谷川まゆみ	
原谷　　恵	 藤井　圭子	
藤本　芳恵	 藤原由利子	
振角　妙子	 松浦　仁美	
松川水朕留	 松田　豊信	
松村　啓美	 三浦　敏子	
道上　玲子	 向　　豊彦	
村上　　修	 森崎そのみ	
山崎　教子	 山中えり子	
山本　裕子	 横山　　浩
●熊本市会場
【熊本県】	 諌山　徹也	
浦中　公明	 大林　美紀	
蟹川　　博	 澤村　英一	
芹川　照子	 髙木　謙造	
竹下　成子	 冨田　幸代	
萩尾小夜子	 原　　充子	
平野　直美	 福井二三子	
山内　敏弘	 山部まゆみ
●宮崎市会場
【宮崎県】	 安藤　絹代	
甲斐　仁美	 久保田祥子
黒木　敦子	 佐伯加代子
髙木　泰子	 友重　友子
那須美保子	 山村　文明
●福岡市会場
【福岡県】	 伊藤　路子	
岩永　貞一	 岩本美智子	
内川多津子	 梅木　節子	
大淵　陽子	 草野　幸子	
久保　敦子	 下境　尚子	
須本　房子	 髙木　　文	
中原　貴子	 東島　月実	
福良　直子	 藤田みや子	
藤森ノブ子	 前園　鉄夫	
丸山しげか	 宮本こだま	
山田　雅世	 湯野貴美子	
吉竹和美子	 吉田　秀雄	
米田　好江	 渡辺　尚子
●金沢市会場
【石川県】	 檞　　幸子	
鴻埜　　幸	 米田　吉哲
●山口県下松市会場
【山口県】	 恵須川良子	
岡　　和枝	 進藤　大嗣	
藤井　妙子	 三井冨美子
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●高松市会場
【香川県】	 木野戸啓子	
久保　美子
●長崎市会場
【長崎県】	 粟村　紀子	
鴨川　静子	 末藤八千代	
鈴木千恵子	 時枝　洋美	
豊嶋　義勝	 長末　るみ	
野口のり子	 橋口　順子	
平岡美保子	 山下　フヂ
●別府市会場
【大分県】	 アントン沙莉	
清原　由香	 堺　　早生	
坂本　　亮
●綾瀬市会場
【埼玉県】	 柳下まり子
【神奈川県】	 阿部　佑季	
礒﨑　民生	 大垣　洋子	
大谷富美子	 笠原　時次	
加納まり子	 木戸　美哉	
蔵野　秀隆	 栗林　人美	
小松　惠子	 佐藤　静江	
白藤緋佐子	 諏訪秀一郎	
田代由美子	 西田　博光	
樋口　眞弓	 本間　康子	
松田　米子	 松本佐知代	
山田るみ子	 横瀬はる江	
吉本　悦子	 渡辺　　豊
●藤枝市会場
【静岡県】	 稲葉　礼子	
小野村康美	 河村　泰文	
河村るり子	 木瀬小夜子	
黒川　達郎	 佐藤　睦子	
白柳　慶子	 杉浦　雅美	
杉山みさ子	 鈴木　暁子	
諏訪　武仁	 芹澤　辰也	
高橋みつよ	 戸川　睦美	
仁藤美喜子	 野村　正己	
半田　泰子	 藤永　典子	
古𣘺規予美 山口　宏子
油井　敏孝	 遊屋みどり
●野洲市会場
【滋賀県】	 大塚　淳一	
賀川　純子	 川原﨑由佳子	
小林与志美	 橋本　美春	
松岡美佐枝	 村田　　翔

●京都市会場
【京都府】	 朝川由美子	
安西久美枝	 小野田ゆう子	
加藤　弘美	 金丸　ゆき	
後藤　　巧	 才木　富子	
髙橋　房代	 田中　圭子	
津田　房子	 笘廣　享子	
中西　寛子	 古川　房子	
宮本ちさと	 山本　貞子	
山本　政枝
●和歌山市会場
【和歌山県】	 青木　　務	
太田はるみ	 尾﨑美智子	
坂井富美子	 田中　富美	
玉置　明子	 中田須美子	
中野　桂子	 野間田　優	
橋本　　実	 橋本　葉子	
松本　晃一	 南方貴美子
●岡山市会場
【岡山県】	 井上　龍治	
井ノ谷洋子	 入江　　強	
阪本　紀子	 濱田　倫匡	
宮本　憲二	 山木　清子	
山本　明弘	 山本かおり

●札幌市会場
【北海道】	 大嶋　龍一	
加藤　幸恵	 佐々木しづゑ	
佐藤　和子	 長尾　敦子	
成田　貴子	 野村るみ子
●蕨市会場
【群馬県】	 茂木　八重
【埼玉県】	 會田久美子	
秋葉　和子	 荒川　利幸	
石田　　功	 稲垣由美子	
岩田　祐子	 梅澤　拓未	
大滝　郁子	 大滝　　薫	
川島里枝子	 川田幸一郎	
熊井　崇子	 越川恵美子	
小林　敏男	 佐藤　洋子	
末森　謙二	 髙木　博之	
高橋　育子	 田中　武男	
田中冨士夫	 谷野勢津子	
田畑　幸子	 築茂　　進	
鄭　　己莞	 直井須美子	

中村千江美	 藤田とし子	
古澤　滋子	 芳賀　恵子	
堀越美智子	 本間　　務	
松田百合子	 丸山　福次	
村田　一郎	 室井けい子	
森谷　恵一	 安井　智子	
矢野　　聡	 山﨑　和代	
余郷　順子	 吉野　裕子	
綿貫　和子
【東京都】	 黒岩　幹夫	
塚越　孝紀	 三澤　達世
●下松市会場
【山口県】	 岡本　良江	
福永美佐枝	 前川　泰徳
●仙台市会場
【宮城県】	 石川　　清	
及川　澄子	 佐藤　惠子	
佐藤　　茂	 佐藤　秀雄	
鈴木　一広	 成澤きみ子
●鹿沼市会場
【茨城県】	 塩見　　淳
【栃木県】	 赤羽　貞夫	
阿久津けい子	 荒嶋　礼子	
伊藤　恵子	 入野　優子	
大阿久憲一	 大森　幸子	
岡本　典子	 川北美津子	
川嶋寿美子	 木村美枝子	
黒崎　博子	 小泉　　忍	
左居　道枝	 千代　　修	
豊岡ちえ子	 根本　玉枝	
藤田　弥生	 三浦　　浩	
山中　弘子	 吉澤　岩子	
吉田　帝子	 渡辺美恵子
●越前市会場
【福井県】	 五十嵐多惠子	
生田　郁子	 内田　康恵	
江尻　慶一	 荻田　千津	
片岡　清和	 加藤美代子	
小林　亮一	 左合三千代	
竹田　明美	 西山久実子	
野坂　泰子	 藤田　法子	
松本　直人	 森下　茂雄	
鷲田　和代	 渡辺千香子
●佐賀市会場
【佐賀県】	 市川　澄子	
岩里　聡子	 貝原　　恵	
川原　惠子	 小柳　由香	

西依　麻美	 花田美樹子	
牧野　幹郎	 宮地佐保子	
村上　祐一
●青森市会場
【青森県】	 蛯名　文子	
柏田　　顕	 工藤よし子	
今　有可子	 下山トモ子	
畑井　庸子	 福士　文枝	
芳谷　輝子
●山形市会場
【山形県】	 青柳　京子
●盛岡市会場
【岩手県】	 遠藤　知子	
及川　徹子	 小畑美栄子	
菊地恵美子	 髙橋久美子	
高橋　修子	 髙橋　節子	
田中　安美	 千葉　　茂	
千葉つや子	 根子　且子	
古川　　孝	 馬　　　寧	
吉田マキ子
●新潟市会場
【新潟県】	 岩渕　和彦	
岩村　清江	 梅田ひろ子	
遠藤　道子	 片野　洋子	
黒井　栄子	 小林　淳子	
齊藤　光俊	 酒井　　仰	
酒井　智弘	 坂井美知子	
清水千代子	 高波　芳子	
塚田千枝子	 登坂マリ子	
樋浦久美子	 平澤　良子	
藤田　信子	 保坂美智子
●名古屋市会場
【愛知県】	 秋田　光昭	
足立けい子	 荒川　　誠	
大原　康弘	 小川　幸美	
加藤　博道	 川口　久代	
河原　彰寿	 齋藤美恵子	
斎藤　由子	 迫　　裕子	
所　　里美	 藤原　光章
●京都市会場
【京都府】	 安達みち代	
江口　　悟	 近江　慎子	
北出　美鈴	 桐山　明子	
佐伯　　泉	 酒井　純子	
伴戸　文栄	 弘永　和子	
松本　好美	 文字　周子	
山口　厚子

初段合格者
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●鹿児島市会場
【鹿児島県】	 上野　素子	
片平　美保	 川口　生子	
志々目　司	 堤　えみ子	
徳　　文子	 中村　　翠	
鍋倉　市子	 長谷川れい	
濱田　孝代	 東　　和代	
平川加代子	 藤崎　和代	
前迫はつみ	 米倉　啓子
●浦添市会場
【沖縄県】	 安座間順子	
東　千賀子	 我那覇留美子	
嘉陽その子	 川上　喜広	
鮫島つたえ	 島袋　鶴美	
島袋　光子	 島袋　洋子	
仲栄真律子	 長谷川　稔	
花城　末子	 古堅　洋子	
山内　絹子	 與那嶺直子
●福島市会場
【福島県】	 伊藤由里子	
遠藤　早苗	 菅野美佐子	
木川るみ子	 久慈　新也	
佐藤　静子	 内生いづ美	
林　ケイ子
●取手市会場
【茨城県】	 上野　敏一	
江藤　洋子	 小田島友紀	
北岡　朱実	 桑名　宏子	
小久保悦子	 小長谷有子	
進藤タツエ	 末永　弘美	
鈴木　隆司	 鈴木みゆき	
田口　裕子	 福本　千春	
吉田　正和	 米澤　昭慶	
渡邉　知子
【千葉県】	 益田　由華
●千葉市会場
【千葉県】	 川橋　一功	
岸田　達樹	 栗原　奈々	
黒川　明子	 坂巻真有美	
関本　淳一	 野中美惠子
●富山市会場
【富山県】	 安藤　文男	
坂井　欽彌	 酒井　樹子	
多賀　遥香	 高柳　礼子	
竹内　美和	 中尾　厚子	
中林　孝子	 長森　治雄	
能松富美子	 畠中　伸一	

早瀬　幸美
●金沢市会場
【石川県】	 大江　美奈	
新保　和恵	 中江すみ子	
夏目　宗久
●各務原市会場
【岐阜県】	 青木みはと	
有賀　里美	 安藤　正敏	
井口　裕子	 石井　稠子	
今西富士美	 浦越　秀子	
木村　仁志	 国枝　秀人	
黒田　友子	 小木曽佳子	
五島　秀子	 斉藤奈緒子	
杉山　正雄	 高木香代子	
豊田　久子	 永井　玲子	
長縄　島子	 中畑　喜治	
渚　　康江	 成瀬　孝子	
成瀬　正憲	 彦坂　好美	
宮坂　新作	 村松　清美	
横田　順子	 吉田　明子
●熊本市会場
【熊本県】	 井上　留美	
宇佐可奈子	 梅木　川吉	
木村みずえ	 木本　菊代	
西　よし子	 松下　康惠	
宮本　佐代	 横田いく子
●宮崎市会場
【宮崎県】	 大田原　輯	
河野　良子	 澤田　裕美	
柴田　淳子	 政木　真美
●西宮市会場
【兵庫県】	 秋元　雄三	
井口　文子	 泉田吉一郎	
伊藤栄委子	 井上　健三	
井上　照久	 入江紀美代	
上野なほみ	 遠藤眞知子	
大崎千恵子	 大野　妙子	
奥野真理子	 尾髙　弘輝	
加嶋　良子	 鍛治　洋子	
梶原　智子	 黒川　和惠	
五端久美子	 小村　艶子	
斎藤　明子	 澤田　浩明	
芝　　義明	 島　　由美	
菅原　和眞	 杉江　優祐	
鈴木　明子	 住山　　毅	
武田　信夫	 田中　俊子	
玉野　達代	 寺尾　弥生	

中田　共美	 鍋島信治郎	
西村　一美	 早川　有子	
樋口　和久	 日野　隆由	
平野　孝子	 藤本　　茂	
藤原　博美	 蓬莱　好子	
政井　真弓	 増野　弘美	
松尾美知代	 松尾　洋子	
松本　　登	 光田　和子	
三元　京子	 本平　章子	
森　　綾子	 森岡　　清	
森　千賀子	 森本惠美子	
八尋美千枝	 山﨑　順子	
山田　　英	 山村まさ子	
横山　純子	 横山慎一郎	
吉元　圭子	 依藤　栄一
●高松市会場
【香川県】	 岩部　容子	
植松恵美子	 宇都宮千江子	
田阪理恵子	 冨田　友香
●福岡市会場
【福岡県】	 安藤真理子	
一色　聡子	 印藤　榮治	
鵜島　蘭美	 江口　裕子	
江藤　紀子	 大渕　弥生	
大村　裕二	 岡野　祐子	
織田佐智子	 鬼塚　清隆	
香川時次郎	 梶原　素子	
香月　將隆	 川上いづみ	
川島　敏子	 古賀とみ子	
堺　　公男	 佐藤　邦子	
新原由美子	 園山　真代	
髙光巳代子	 田上美恵子	
田中　恵子	 田堀　敏則	
鶴成　昌昭	 中島　孝子	
原　　　裕	 平田美年子	
藤川千代子	 藤田理枝子	
堀　　昭代	 堀　　俊彦	
安永　尚子	 山下　久子	
山本　恵理
●長崎市会場
【長崎県】	 有谷　末子	
有冨加代子	 岩﨑　元三	
江島　昭徳	 佐々野綾子	
辻　のり子	 中村　洋子	
橋村　洋子	 松本　和恵	
牟田口絹子	 本村　惠子	
山口紀代美

●別府市会場
【大分県】	 足立　孝子	
工藤　哲子	 染矢　富生	
野尻　明美	 野仲　淳子	
藤井　洋美
●長野市会場
【長野県】	 荒井　広子	
市岡　福美	 井上七恵子	
久保田幸子	 熊谷美喜子	
小原　弘子	 駒込　敦子	
小松　紀子	 嶋田るみ子	
清水　彰治	 城倉　忠史	
髙野まき子	 髙橋　愼治	
塚田　容子	 出口　美保	
戸ヶ﨑洋子	 外山　芳子	
長谷川さつき	 半田　一男	
深澤　裕子	 堀金　　裕	
松宮　敬子	 松本　京子	
宮下佳津子	 宮下　　博	
米倉　　誠	 米田恵美子
●甲府市会場
【山梨県】	 飯室かね子	
市川　和男	 長田　政博	
柏木　久江	 数野　昭仁	
功刀ひろ子	 窪田　恵子	
小林桂一郎	 権正　礼子	
塩田　泰子	 管生　信子	
田中　敦子	 豊山　治子	
庭野　摩里	 早川　晶子	
古旗　千鶴	 星畑　綾子	
宮﨑　貴子	 宮下ひろみ
●藤枝市会場
【静岡県】	 綾部　慶子	
池ヶ谷初美	 池谷　文夫	
池谷　富夫	 石川　　榮	
稲井　史代	 稲垣　伸夫	
井畑　朝江	 内村　雅江	
海野　啓子	 小澤久見子	
音無　通代	 折口稚佳子	
片瀬　葉子	 神田　清髙	
木村　圭子	 工藤　隆三	
熊谷　厚子	 坂部　　保	
佐藤　泰博	 神麻　雅子	
末高　義子	 杉本香代子	
関田　厚子	 関谷　玲子	
髙山　昭夫	 田村待都子	
辻林由規乃	 德増　里江	
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鳥屋富士代	 長島　吉直	
仁科久美子	 野田イザベル	
原口　喜江	 平田　澄夫	
藤原　照子	 増田　一女	
松井　正子	 三好　重敏	
森　弓美子	 森　　洋子
●津市会場
【三重県】	 伊藤　順通	
岡田　政子	 於久　隆範	

小野さち子	 岸田　京子	
串　　澄子	 小辻みゆき	
小林　恵美	 田中友希代	
中西　可奈	 中根千恵子	
東　とく子	 福永　恵子	
松浦　幸子	 森　　節子
●野洲市会場
【滋賀県】	 川越有里子	
菅原　典子	 樋之津利明	

細居　悦子	 宮内みき子	
森内　大輔	 山口　知子	
山中　和子	 山本　洋子	
和田きみ子
●和歌山市会場
【大阪府】	 榎本能理子
【和歌山県】	 五十里　博	
岩﨑智佳子	 植田けい子	
上野山茂樹	 奥　　幸枝	

小山　千賀	 酒井小百合	
高畑有美子	 田口　佳子	
田中　由美	 田渕　栄子	
野田　博子	 堀田フジ代
●岡山市会場
【兵庫県】	 中岡　広継
【岡山県】	 安東　幸子	
伊勢谷桂子	 北野　真治	
越尾　弘子	 年岡　　翼




