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東京会場①
2022年 4 月 4 日（61人）

赤松　志保 浅岡ユキ子
朝生　真美 天貝由美子
飯島　一彦 石井　弘子
石田　　進 伊藤修一郎
内田　昌子 内田ますみ
浦野正優美 大島美帆子
大坪加代子 加賀谷謙一
加藤満美子 角谷　理子
金久保和子 金本真喜枝
下石　典江 栗山さよ子
鴻巣　真弓 篠原　靖子
清水　和子 新谷　京子
陣内　淑惠 須藤　幸恵
清藤　由紀 関　　敏紀
関本　宣子 染谷　澄江
髙木　邦明 高田　充子
髙橋　慎一 髙橋　節子
髙橋　晴男 竹内　安子
竹下　雅通 竹田奈夫子
武田　芳子 辻野　淳子
寺内　栄子 冨重　恭子
中島　和子 長妻　昌子
中村　容子 中山　幸子
中山ひとみ 根本　智子
橋本　裕子 初見　　薫
平田　貴子 藤代　孝子
松原由美子 峯田　久江
茂木　理恵 持丸　康子
柳田　昌子 谷部　　勉
山田　久子 吉田　啓子
吉村　文代

東京会場②
2022年 4 月 5 日（49人）

市川　博敏 内田　町子
江崎　律子 大島　久枝
太田　悦子 大野　泰史
小川惠美子 小川　定雄
乙守真理子 片倉　昭江
加藤　恵子 金井　誠子
狩野　牧子 川鍋　礼子

粂　美佐子 倉嶋真理子
小泉　邦子 小泉志げ子
小林　　茂 小林　千穂
古俣　俊男 齋藤　　聖
捧　　陽子 塩苅　進一
清水　一江 白岩　和子
須山　　女 瀬上　清司
瀬戸　盛悦 添野美代子
田中　香里 知久　清美
長澤　清次 中村　由記
橋本　律子 花澤　洋子
樋口　妙子 広岡　恵子
古越　靖祥 前原美代子
牧村　愛子 松平　紀子
松田　千秋 松山　恵美
山内美代子 湯山　雪乃
若林　重雄 渡辺　節子
渡辺　良子

東京会場③
2022年 4 月 6 日（36人）

青木　カヤ 赤沢　依美
伊藤みゆき 宇治田絵里子
大塚　直子 大坪　恵子
大野　崇子 加藤千枝子
金子　愛子 河上　啓治
窪山　順子 小出　義宗
小平みつ子 小林　浩子
嶋村　道江 下野　哲裕
下村　信子 関根まゆみ
宣　　徳恵 髙木　咲江
髙田　淑子 髙橋　秀子
棚田　千鶴 田村　久子
中込　　薫 中畑いづみ
野田きみ子 橋　美智子
百束　孝子 堀田扶美子
槇前　千恵 森　　純子
安井いづみ 柳田　清美
百合本文江 横谷貴美江

大阪会場①
2022年 4 月11日（55人）

浅野　　修 井口　　進
石井美智枝 一井千代子

2022年度前期「太極拳４段位昇段審査会」
会場別１次審査合格者数（計187人）

出射　省一 岩上　尚代
岩崎　咲子 宇佐見英文
内田眞知子 大野　一恵
岡本　美香 小田原美栄子
影山　聡子 金﨑佐知代
木股　文香 木村いつ子
清成　真美 久保　真澄
桑原　修子 小島　佳子
酒井　絵美 坂　　　幸
桜木　整子 鮫島裕美子
塩原美保子 下妻　珠子
正田　章子 助川　智美
染川千代美 高橋　幸子
立松　弘子 冨谷　鏡子
長島　和美 中谷　和子
永野　直美 橋本　正孝
林　　洋子 林　　陽子
春木　和子 春田　悦子
菱川　由美 藤島　絢子
船本　　瞳 古川　惠子
松田　真実 溝田惠美子
南　千賀子 森　美知子
森本　朱美 山口　幸子
山下　衿子 山本喜久子
山本貴美子 横江　敏江
吉田　幸代

大阪会場②
2022年 4 月12日（49人）

青山外美子 浅田　慶子
新井　美子 伊集　紹子
上野真理子 植原　智子
大治　友子 大西　和子
上中のり子 川島真智子

北尾　博子 喜田　久恵
貴田　久子 木本　佳子
具志堅良子 熊須　章子
熊田　春美 児泉　悦子
小松　恵子 小丸　啓子
坂本香保子 末吉惠美子
菅　　玉美 杉原　里香
高澤　孝司 田中　香織
田中　　緑 鄭　　惠芳
冨田　直美 中嶋るみ子
南部　眞澄 野村　孝子
林　　栄子 馬場　房子
廣岡　美子 藤生　　明
藤川　　操 藤原由美子
前川　和久 間口　公子
松永　次郎 松本　千惠
三木　千夏 三井　弘佳
森口瑠美子 藪田　敏昭
山下　敏美 渡部　春美
渡引　悦子

大阪会場③
2022年 4 月13日（21人）

池田　教子 石倉　俊哉
浦谷　繁子 大浦　弘子
大西　則子 笠置絵里子
木元　啓子 小林　久子
佐伯　敏子 佐藤　俊郎
髙本　友子 谷口けい子
中谷　正治 西瀬　昌代
西堀美知子 森野ちよ美
森本　準子 山神　鎮代
山口　洋子 山村かよ子
渡邉　文崇

２次審査合格者名簿（271人）　（五十音順）

東京会場
2022年 4 月 3 日（103人）

大阪会場
2022年 4 月10日（84人）

４段位を登録される方へ

　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
自の所属する加盟団体を通じて、６月20日（月）
までに所属都道府県連盟に提出してください。都
道府県連盟は７月１日（金）までに日本連盟に一
括して提出となります。登録された方には「４段
位認定証」を８月下旬までに各ご自宅へ宅配便で
送付いたします。
　また、今後のレベルアップを図っていただくた
めに、東京・日本連盟トレーニングセンターにお
いて実施される「４段特別講習会③」をご案内し
ています。




