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【Ⅱ】
2021年12月5日～12月19日

全国26会場での実施分

合 格 者 名 簿〔Ⅱ〕2021年12月５日～12月19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
●上尾市会場
【茨城県】 倉持 一枝
佐藤 理恵
【栃木県】 石橋 邦子
宮本 雅次
【群馬県】 佐藤 邦子
城聞 昭男 津久井清隆
中澤 悦子 原
美雪
三澤美津子 茂木 峰子
山岸 律子 山口 律子
【埼玉県】 有賀 綾子
安藤 寛雅 飯塚 敏子
石井 照美 石井
満
礒端 政夫 梅原 和子
江尻 貞暢 榎本登志子
大木 理恵 大橋 知子
大畑 裕史 大室 和子
押手
誠 加賀 惠子
加藤 友美 椛村 龍光
上地 純子 木村 民信
工藤 惠子 熊谷しづ江
河野 俊昭 小暮貴代美
小暮 春野 小林 秀子
小林 光男 小日向加代子
佐藤ちづる 佐藤 惠子
嶋津 知則 下平 敦子
白木原輝美 鈴木とも子
鈴木 智子 鈴木 春美

瀬川 美恵 大門 幸子
滝本貴恵子 田中とも子
田中ゆり子 田呂丸実華
辻口 初井 寺沢富美江
新島 洋子 西原美知子
林
澄江 林
利廣
日景 正広 福島由美子
藤原久美子 星野 勝之
本多 輝美 松本キミ子
山田 幸恵 山野井繭美
横田和貴子 横山かずみ
若林二三子 渡辺 富枝
【長野県】 一本鎗育江
髙橋 好子 柳沢 文子
●名古屋市会場
【長野県】 大柴 照子
小林 恵子 下原こづ江
知久 八生 西江富士子
【富山県】 清澤 昌代
中川 榮子
【福井県】 岩﨑八千穂
甲斐 裕子 川西 美紀
中村 智子 山﨑 麗子
山田美恵子 若杉千津子
【静岡県】 飯塚 敏江
大澤 朋子 片山 博子
河合 満代 神田すゞ江
白砂美和子 鈴木 則行
鈴木まゆみ 長尾
玲
長澤 晶子 橋中 佳子
深沢みさ江 松永 富子

望月 圭子 森竹 賀子
柳川 優子 山崎美佐子
山下美代子 山田美智代
山田八重子 山梨 孝子
【愛知県】 安部 道子
伊藤 早苗 臼井美喜子
大澤まどか 加藤 裕美
川畑 恵美 木内 信子
北川 昭市 小西けい子
柴田 恭孝 杉藤 一子
杉村 聖士 長谷川 章
早川 茂子 平野みつ子
松田美知子 森田 孝子
【三重県】 飯田はる子
石井由利子 右京 継子
宇陀由美子 大久保よしみ
大西美代子 鈴木 浩子
高橋 秀子 瀧石 葉子
出口美奈子 野垣内町子
橋本 有美 浜野 田鶴
山本
泉 山本 雅之
【岐阜県】 鵜飼 尚子
江﨑 智女 大谷
薫
奥村美智子 片山美登勢
川瀬真久朝 木村登茂子
髙田美智子 坪内 章子
戸崎
仁 中野 妙照
中本 秀子 長谷川裕枝
松下由布子 山本美恵子
●岡山市会場
【大阪府】 藤野 桂子

【鳥取県】 大北多津子
奥田 留美 小谷さち子
小谷美代子 小林 秀子
田中萬知子
【岡山県】 井上 達也
井上 美穂 河上 享子
木村
操 清水 満子
中曽 京子 野上伊津子
薮木 敬子 薮木 二郎
渡邊 順子
【広島県】 青木 康子
池田
幸 礒合 里美
植田 恭子 小川 照子
小倉 道子 開原実砂恵
金原 美鈴 日下千代子
齋藤 興告 仙田佳代子
寺田 逸子 永井 貞夫
二川 佳子 平岩由美子
松浦美佐子 水田 好美
水野 靜子 森川 幸恵
森
忠春 山﨑 久美
油井 幸恵 吉田みどり
【山口県】 伊藤 明美
宇津本ミドリ 衛藤 順子
河本千賀子 谷口三和子
新原美奈子 宮井 信二
山田 隆郎
●高松市会場
【広島県】 藤永 京子
藤永 隆司
【香川県】 鎌田 暁美
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【徳島県】 梅津真砂子
川上 景子
【沖縄県】 上間 京美
●東京都③会場
【茨城県】 小貫美智子
時田 久子 中澤智恵子
樋本 千鶴
【群馬県】 久保田富二
【埼玉県】 小林千惠子
三好福次郎
【千葉県】 加瀬久美子
河南 千夏 篠田 美枝
藤井 節子 森田 修三
【東京都】 朝倉 英典
大塚富咲子 大橋
学
鎌倉
薫 川口 紀子
菊田
愛 監物真砂美
清水 ユリ ジョリヴェ ミュリエル
竹山 一子 西島 ナナ
東
孝美 深瀬美智子
別役
理 堀内 桂子
松岡 俊子 水野 未己
宮川 律子
【神奈川県】 内田加代子
大越
操 小川久美子
小武 重子 小林ひとえ
鈴木智賀子 鈴木 弘之
豊田 照夫 藤木 潤一
望月満池子 森田富美子
【山梨県】 石川 静美
川崎 敏朗
【新潟県】 位下 純子
江村 倶子 小林みち子
佐藤八重子 髙橋 裕美
【長野県】 伊藤かづ江
内山 正子
【静岡県】 桑鶴すず子
嶋田
靖 杉山 玲子
鈴木 節子 日吉 一春
日吉 晴美 藤曲 正幸
細野 数男

２段合格者
●東京都会場
【東京都】 飯田 三郎
五十嵐久美子 石川 正浩

石塚由香里 伊藤多惠子
井上 秀明 井上麻佐美
今井 俊之 大川ゆみ子
岡村 悠加 岡本
修
奥川 剛史 小澤
誠
笠井みどり 片山 敏胤
勝俣 峯夫 後藤 範子
此村由美子 小山 京子
齋藤 英子 三枝 平八
坂元
勇 佐藤みどり
鈴木由紀子 髙野裕美子
千葉かずえ 佃
光子
仲西 博美 中村
昭
野上 容子 橋本
泉
長谷川英子 長谷川 香
長谷川まち子 古屋 優子
細川 まり 眞智 絹代
松倉由美子 松山 悦子
丸岡 町子 安川田鶴子
吉岡 陽子 吉田 綾子
吉村 美香 渡辺美代子
【日本学生】 小貫
稜
杉井 彰円 中村 仁俊
山岡真太朗
●甲府市会場
【山梨県】 厚芝 雄二
久保田千鶴子 高木
昭
丹澤 貴子
●広島市会場
【広島県】 池内 建夫
池田加代子 石田 節子
今井 正二 隠居 康雄
沖 真由美 神尾 明子
菊川めぐみ 佐々木裕美
正路 文子 仙光 春枝
出来本 斉 中村 美栄
濱岡 康江 林 茅艶子
平上ひとみ 平本富美枝
古田 信子 前東 裕美
牧本みのり 松田 フデ
向井 弥生 脇田 和子
【山口県】 井上 敏美
●徳島県松茂町会場
【徳島県】 北島 宏子
近藤 照子
●前橋市会場
【群馬県】 石田琳悦子

生方亜由美 織茂加代子
金原 順子 亀田 真親
斎藤 晋吾 篠
瞳
関口さと子 多胡由香里
南條 正子 根岸希代子
藤井 聡子 牧野やよい
松田多喜江 松村 郁子
山口 秀美
【埼玉県】 角田 浩治
谷内 俊明
●千葉市会場
【千葉県】 秋葉勢津子
安達 昌子 大橋 啓子
岸田 智子 木下 祐子
木村 陽子 佐久間初江
佐藤菜穂子 鈴木 正一
鈴木ひろみ 月山 恵子
津田 由利 田
大己
野上より子 久田 弘子
藤本 京子 宮内 正則
宗方 美幸 山矢 格子
●富山市会場
【富山県】 太田 達男
清水 裕美 鷹西 睦子
田邉冨士子 長岡 正子
成瀬外喜子 野村美恵子
藤田 祐子 堀
英夫
松井 宏美
●大阪市会場
【大阪府】 秋吉 範子
浅賀 千尋 池田 凉子
石井 百代 石田奈美子
伊藤 明子 伊藤
博
岩口ちづ子 植村 榮子
太田 洋子 奥村あすか
小坂田一子 片山 京子
加藤あけみ 金子 笑子
川﨑 信子 久保 郁子
小林 史江 小山 正子
坂井 睦美 櫻井 佳代
柴多ミチル 杉江喜己子
曽我部智子 髙橋 純子
谷田 節子 田端 弘子
田宮美智子 千本由美子
土屋 廣美 中野富志子
中原乃里子 中村 英則
中村 洋子 灘本香代子

馬場 恵子 羽原 登世
坂東 瑠美 東出 敏明
福元真由美 藤原 恵子
堀口あきよ 牧田 征雄
昌原 文子 三津木千賀子
宮長 篤夫 八十川義弘
山本 明子 吉田 哲治
渡邊 幸子
【兵庫県】 鈴木
稔
●秋田市会場
【秋田県】 浅利 カツ
石川 育子 小柳みつえ
木川 誠子 熊田タマ子
佐藤美和子 佐藤由美子
高山 順子 千葉幸太郎
冨塚 史代 藤谷 紀子
●長野市会場
【長野県】 飯嶋 秀夫
高橋 敏宏 田宮
浩
富岡美知江 中島 義健
藤田 櫻子 宮澤 恵子
森 満寿子 依田 賢一
●奈良県王寺町会場
【奈良県】 古宮伊規子
西野 博人 南
敬二
●鹿児島市会場
【鹿児島県】 石橋 常子
伊集院正美 今堀 涼子
久保園泰子 重田 文子
末吉 由佳 中島 妙子
畠中 里美 山下 晶子

初段合格者
●大阪市会場
【大阪府】 朝野百合子
粟田 洋子 幾久美知子
井坂美貴子 井関 精子
磯谷 祐子 一宮 九己
井上 昌子 井上 玲奈
今立美佐子 井森 嘉子
岩井 伸行 岩橋 敏子
岩本 博子 榎本 資子
大原 俊次 大久 陽子
岡添 妙子 岡本 朝子
尾﨑 美苗 角谷 郁子
片島加奈子 金中 純子
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後藤カツ子 小林 律子
小山 惇子 阪口 幸子
佐藤 啓子 佐藤 正子
鮫島 亮子 澤 美智子
柴田 裕美 嶋田 由実
杉本 真紀 杉山 壽子
諏訪加代子 髙瀬 清久
髙瀬 洋子 田尻須賀子
巽
孝年 谷
真司
戸田 悦子 トムセン喜美子
長井 裕美 中田
惠
中野 幸雄 中道美恵子
中村 秀子 西岡 博子
八田 まり 原薗 純子
福井 清美 福本智代美
藤井さよ子 藤川 雅弘
藤原真理子 淵田江美子
別井 成美 北條 文子
保良 和枝 前野まり子
松岡 博美 松岡
克
光成万里子 宮崎 健次
宮本 保乃 森田 徹夫
山西 恭子 吉持 幸子
梁
順那 渡谷 秀子
【兵庫県】 上田 千秋
岡本 二郎 斧田 明美
加藤久美子 小林 一代
関 美佐子 村上加代子
●広島市会場
【広島県】 飯田奈美枝
梅﨑久美子 九内 幸子
久保川文子 栗本千代美
近藤 蕙子 柴田 幸子
正月谷直子 竹田美恵子

長 美智子 中川 直子
西迫きよ子 西谷 幸子
仁保 厚子 堀 江里香
松井喜和子 森元恵美子
森山由美子
●松茂町会場
【徳島県】 佐藤 恵子
柴田 幸代 住友 洋子
林 真佐美 山田 利博
●高知市会場
【高知県】 田村 京子
筒井須摩子 藤﨑 美智
●前橋市会場
【群馬県】 青木 典子
浅見 松枝 石原 敏江
井上
滋 岡田千代子
荻野 武彦 尾島 昭夫
小井 房枝 小松三奈子
須永 右子 髙橋 尚子
多田 茂子 津久井節子
富田 治俊 坊迫 郁代
松井 輝江 安田さとみ
柳澤 秀夫
【埼玉県】 大須賀和江
大谷 敦子 加藤
綾
須藤むつ子
●東京都会場
【東京都】 青木 愛子
青木あゆみ 荒川 弓子
有江 典子 有村 貢一
石川 麻美 石野 順子
礒兼 千尋 市橋 恭子
伊藤 千里 岩田 晶子
榎本 澄子 太田 千惠

大庭 充子 大矢 佳子
沖
静香 小倉眞理子
歸山 淑恵 葛西 陽子
川手 英子 木内祐美子
菊池 惠子 岸
晶子
岸田貴己子 北野惠美子
金
幸子 木村 律子
窪田きく江 小島
彩
小嶋美奈子 小室早紀子
佐野まき子 志賀
勉
重森のぶ子 下田 善郎
関根 弘子 高野 綾子
高橋 明美 竹越美佐子
武富 史江 田中 忠明
田中 幸江 西尾より子
浜村恵美子 早川 教子
林
惠子 半沢 辰代
松村多枝子 三浦希乃佳
三浦真紀子 三木 由美
宮田 葉子 森田 栄子
森田紗和子 山崎 幸枝
若井
悟
●大和市会場
【神奈川県】 阿部 典子
飯島 淑香 池田 英俊
石井 典子 石田ドゥッサディー
岩嵜
遊 海老澤千春
大井
忠 大井みち子
小笠原美保 奥山 淑子
柿沢
誠 鍛冶 栄一
柏村百合子 上遠野真理子
金杉 桂子 兼平千津子
草ケ谷悦子 栗栖眞紀子
小又 泰子 齋藤 孝博

斉藤 幸子 崎詰 泰子
迫田 一水 佐々木照代
佐藤 直美 佐藤むつみ
柴田眞由美 清水 正一
清水 康子 志村 えり
鈴木
洋 孫
韵嫣
髙橋 公世 竹井 和彦
武部 憲一 橘
宏一
田中 祀捷 谷口 知志
田村 由美 津國 秀子
寺岡 節子 豊留
満
豊留由香利 中岡 清子
中澤 恵子 中嶋
修
中山富久子 野口 達美
羽布津千恵子 平間 伸子
本田
薫 松本 珠美
三宅 睦美 山口 忠範
吉田
晃 吉田 親子
吉田ひろみ 米沢真知子
渡邉喜美代
●秋田市会場
【秋田県】 伊藤 晶子
小川 惠子 利
孝子
佐藤 包蔵 佐藤璃美子
塩田加代子 須藤 祥子
高橋 香名 戸部 重子
藤本 真子 堀井 唄子
守屋 陽子 渡部 好子
●奈良県王寺町会場
【奈良県】 岩橋 百合
竹田歌之助 山本 明美

