
武 術 太 極 拳

2022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17会場で757人が修了（Ａ級207人、Ｂ級252人、Ｃ級298人）

●青森県武術太極拳連盟
菊地　　亮	 竹井　睦子
●岩手県武術太極拳連盟
中村裕美子	 橋本　志保	
村上美智子
●宮城県武術太極拳連盟
我妻　　勇	 荒井　弘美	
伊藤小百合	 大日向るり子	
島貫　与治	 千葉　悦子	
谷津　裕子
●秋田県武術太極拳連盟
大森　妙子	 京極真由美	
佐藤　礼子	 髙橋　芳夫	
豊嶋　俊一	 廣川　浩子
●福島県武術太極拳連盟
大槻志保子	 加藤　葉子	
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蓬田　隆志
●茨城県武術太極拳連盟
飯島　一彦	 恩田　真澄	
染谷　澄江
●栃木県武術太極拳連盟
福村　　明	 山中眞千枝
●群馬県武術太極拳連盟
新井ゆり子	 桂木　林子	
櫻田　典子	 白石ひろ美	
津久井清隆	 土山　良子	
山口　律子	 山田　純子
●埼玉県武術太極拳連盟
梅原　和子	 鈴木　智子	
関　　敏紀	 成田　能祥	
横田和貴子
●千葉県武術太極拳連盟
伊澤　史夫	 岡　　幸子	
黒澤実千代	 田中美佐子	
土谷　明彦	 中村　　暎

●東京都武術太極拳連盟
大島真理子	 城　　良子	
瀬川富智子	 冨重　恭子	
中島　和子	 西村眞里子	
早川冨美子	 東　　孝美	
松井　啓子	 丸山　洋子	
安井いづみ	 米山智恵美
●神奈川県武術太極拳連盟
芦川けい子	 阿部　貞子	
遠藤　珠海	 大森キエ子	
川崎ひさ江	 鈴木　弘之	
髙橋　早苗	 竹下　淑子	
冨田　洋子	 長嶋ひとみ	
中山　　博	 平山　栄子	
深井　洋子	 山口　邱子
●山梨県武術太極拳連盟
相澤由香理	 小俣　眞澄	
橋村みどり	 松本　宏之
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●新潟県武術太極拳連盟
今川　登美	 佐藤　久美
●長野県武術太極拳連盟
大槻さち子	 郷津江梨子	
小平　博子	 堀内　武男	
堀内　淑子	 前橋　レミ
●富山県武術太極拳連盟
荒木　公一	 島﨑　慎一	
藤島千惠子
●福井県武術太極拳連盟
浅野　靖子	 浦井　綱子	
福岡紀代美	 藤井スミ子	
藤田みすず	 古木　　仁	
増永とよ美
●静岡県武術太極拳連盟
飯室　秀昭	 内山　節子	
清水　知子	 杉山　一夫	
平田　貴子	 堀間　稲子	
渡辺なほみ
●愛知県武術太極拳連盟
木下リエ子　	 長谷川　章	
平野新太郎
●三重県武術太極拳連盟
上野　充由	 鮫島裕美子	
浜野　田鶴	 古川　雅美	
村田　　香
●滋賀県武術太極拳連盟
櫛間佳英子	 谷山　清美	
吉田　裕子
●京都府武術太極拳連盟
大村　明子	 小森　　純	
下坂　澄子	 諏訪　悦子	
諏訪まり子	 寺嵜　裕美	
中村　敏之	 別所　永子	
渡邉　麻実
●大阪府武術太極拳連盟
網浦　珠美	 池田　教子	
上田　幸三	 榎本　君子	
緒方真智子	 上中のり子	
神嵜　義隆	 北口　陽子	
清成　真美	 倉田　妙子	
栗栖小夜子	 小西　和子	
佐々木康子	 下西　幸次	
杉山　誠治	 辻　　敬子	
辻野　育子	 辻本　牧江	
寺島　優美	 中村志奈子	
西井富美子	 西田サヨミ	

長谷　啓子	 畑　　律子	
肥爪富士恵	 福﨑　直子	
桝谷　洋子	 南口　明美	
宮本貴代美	 元山　　章	
湯浅勢津子	 義家　敏正
●兵庫県武術太極拳連盟
新井　美子	 池田　歌子	
今井　真理	 大柄　美子	
岡田　幸男	 落合エツ子	
川島真智子	 佐藤さおり	
隅田　淳子	 田邉　洋子	
茶木　晴子	 戸井みさを	
中島　玉絵	 中山美智枝	
橋本　克彦	 平井友美子	
船越　るり	 宮坂たづ子	
山内　春代	 山中枝利子	
吉谷　光代	 渡部世志惠
●奈良県武術太極拳連盟
笠置絵里子	 中野　澄江
●岡山県武術太極拳連盟
安藤　裕美	 井上　達也	
井上　美穂	 猪原　詔子	
岡本　初子	 賀山　昌子	
髙畑　秋子	 松尾　康子
●広島県武術太極拳連盟
清水美代子	 瀧口　義將
●山口県武術太極拳連盟
岩本　祐子	 上村　哲史
●香川県武術太極拳連盟
小野坂加代	 北尾香代子	
藤原由美子	 三木　恵子
●徳島県武術太極拳連盟
真野　節子
●福岡県武術太極拳連盟
入江　弥生	 岩永くみ子	
大倉　あき	 進　　悦子	
藤　　眞弓	 山地壽美子
●佐賀県武術太極拳連盟
尾野田凌子
●熊本県武術太極拳連盟
武原　京子
●大分県武術太極拳連盟
白石　京子	 真部八重子
●鹿児島県武術太極拳連盟
新　さつき	 見原　邦治
●沖縄県武術太極拳連盟
菊池　年美	 住田　友文

●北海道武術太極拳連盟
柴崎　智子	 羽部　千景	
松本富美子
●青森県武術太極拳連盟
岩間　美友
●岩手県武術太極拳連盟
釜道　　浩	 亀井千枝子	
木村　愛美	 黒川智津子	
小竹森洋子	 昆野かつ子	
佐々木百合子	 佐藤　悦子	
四戸　清子	 舘下マリア	
田名場滋子	 千田　新子	
出口ヒロ子	 中村いづみ	
七尾　睦子	 馬場　光子	
宮崎　容子	 和野　千恵
●秋田県武術太極拳連盟
青木　恭子	 石山多美子	
伊藤　信子	 大髙かよ子	
川瀬　京子	 久米　和子	
佐藤　郁子	 佐藤ゆかり	
武田佐枝子	 早坂　和美	
山崎　裕子
●山形県武術太極拳連盟
武田佳代子
●福島県武術太極拳連盟
日下　幸雄	 黒澤　久子	
引地　悌二
●茨城県武術太極拳連盟
池田佳代子	 小貫美智子	
鈴木ひとみ	 中澤智恵子	
樋本　千鶴
●栃木県武術太極拳連盟
小川　恵子	 髙橋　慎一	
福富　浩子
●群馬県武術太極拳連盟
織茂加代子	 亀田　真親	
喜楽　里美	 久保田富二	
篠　　　瞳	 城聞　昭男	
長坂　　守	 松村　郁子	
丸山　信子
●埼玉県武術太極拳連盟
秋永　悦子	 安藤　寛雅	
飯塚久美子	 石田　　進	
大畑　裕史	 柿沼三千子	
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勝畑美佐子	 工藤　惠子	
坂田那美子	 佐久間圭子	
佐藤ちづる	 佐藤　惠子	
長谷川　章	 藤田美奈子
●千葉県武術太極拳連盟
池田　季子	 一条久美子	
川鍋　礼子	 久原　敬子	
東海林良子	 溝上真理子	
宮内　正則	 森田　修三	
山口　祐子
●東京都武術太極拳連盟
浅田　昭司	 阿部　通子	
飯塚くに子	 小川美智子	
笠貫　千恵	 亀屋　紀子	
小出　進一	 齋藤　英子	
斉藤　裕子	 佐藤　由利	
所山　浩司	 田中　香里	
冨澤　典子	 豊田ゆう子	
沼賀　勝利	 橋本　　泉	
堀田　洋子
●神奈川県武術太極拳連盟
伊藤　文江	 小川久美子	
回　　　莉	 鹿島　知子	
鈴木智賀子	 豊田　照夫	
永渕　　恵	 西田美壽子	
廣里エリカ	 藤平　初夫	
松原由美子	 矢野　順子
●山梨県武術太極拳連盟
網野　好美
●新潟県武術太極拳連盟
今井千珠子	 今村　　敏	
大沼　紀子	 小山由紀恵	
松野　弘和	 渡邉　久子
●長野県武術太極拳連盟
上島　陽子	 永井久美子	
中島　義健	 西江富士子	
宮沢　幸子	 本川　佳幸
●富山県武術太極拳連盟
山本　信子
●石川県武術太極拳連盟
田中由香里	 藤森容史子	
森田　良子
●福井県武術太極拳連盟
酒井　絵美	 田端　礼子	
橋本　良平	 松井祐見子	
山田美恵子	 山本はるみ

●静岡県武術太極拳連盟
金子　初江	 松永　惠子	
村上　和子
●愛知県武術太極拳連盟
小笠原健一	 小掠三矢子
●三重県武術太極拳連盟
右京　継子	 鈴木　浩子	
土井　直子	 中西　由紀	
野垣内町子	 萩原　清和	
橋本　有美	 前田三枝子	
山本　雅之
●滋賀県武術太極拳連盟
開田　弘明	 初田　　浩	
本間　明子	 森野ちよ美
●京都府武術太極拳連盟
安藤　優子	 漆谷　晶子	
川口　成人	 川戸　洋子	
佐伯　敏子	 菅本　育子	
山中　宏允
●大阪府武術太極拳連盟
秋吉　範子	 浅井　絹代	
石田和喜子	 伊東　正己	
江藤　京子	 大村伊久雄	
北尾　美鈴	 木村智香子	
紺野　隆子	 雑賀　博子	
櫻井　佳代	 菅沼たつえ	
田嶋恵美子	 多田久美子	
田中　　勇	 田中　香織	
田中加代子	 西瀬　昌代	
羽原　登世	 菱川　由美	
福元真由美	 藤原　恵子	
松島登志江	 松田真理子	
松本　千惠	 三田　悦子	
三津木千賀子	 村田　　健	
横山　光子	 米倉　正子	
頼元　逸代	 萬　佐智子
●兵庫県武術太極拳連盟
赤野　恵子	 荒井智恵子	
石井久美子	 石井　裕美	
井谷　千惠	 梶原美知子	
川原真千代	 衣笠　和枝	
坂脇砂登美	 品川　仁志	
田中　妙子	 千葉一二美	
中田智香子	 長宗　市子	
成定　由美	 花栗千賀子	
羽山　廣信	 藤田　和子	
藤本　由美	 舟橋　智子	

掃本美千子	 松下　幹男	
松田　豊信	 丸岡　成子	
道上　玲子	 南　　享子	
三輪さつき	 村川　恵子	
山崎　教子	 山根美智子	
吉田　みさ
●奈良県武術太極拳連盟
香月　千里	 松山　敏子
●和歌山県武術太極拳連盟
橋本　葉子	 林　　陽子	
山下　衿子
●岡山県武術太極拳連盟
道広　明人
●広島県武術太極拳連盟
影山八重子	 中島　信子	
中村　耕一	 三原サツキ
●山口県武術太極拳連盟
増矢奈穂実
●香川県武術太極拳連盟
宮武　洋子	 森　　裕美	
矢田　史江
●徳島県武術太極拳連盟
向井ゆかり
●福岡県武術太極拳連盟
井上　純子
●佐賀県武術太極拳連盟
有馬みちよ	 永田　顕子
●長崎県武術太極拳連盟
内野真佐子
●熊本県武術太極拳連盟
塩山登代子	 髙峰　恭子	
戸嵜　峰子	 藤道　雅代	
山口　静子
●大分県武術太極拳連盟
國廣　秀子	 坂本　　亮	
松浪　政利	 武藤　芳子
●鹿児島県武術太極拳連盟
今堀　涼子	 畠中　里美
●沖縄県武術太極拳連盟
稲嶺美江子	 上間　京美	
島袋　洋子	 徳村トヨ子	
外間　和子

●北海道武術太極拳連盟
瀧澤　恭子	 長尾　久美	
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吉野　容子
●青森県武術太極拳連盟
太田　正子
●宮城県武術太極拳連盟
折本美喜子	 角田　文子	
加藤　絹代	 加茂由美子	
齊藤　優子	 佐藤　　茂	
佐藤　則子	 佐藤　令子	
菅野　　勇	 菅原ユキ子	
鈴木　想一	 前嶋　　淳	
三浦　裕子
●秋田県武術太極拳連盟
赤倉　　薫	 髙橋　順子
●福島県武術太極拳連盟
安齋　香織
●茨城県武術太極拳連盟
岩上　　圭	 小長谷有子	
鈴木みゆき	 恒岡　朋代	
西本亜沙美	 西本　恵理	
渡邉　知子
●栃木県武術太極拳連盟
千代　　修
●群馬県武術太極拳連盟
石田琳悦子	 岡田千代子	
荻野　武彦	 河内千代子	
小井　房枝	 小松三奈子	
須永　右子	 富田　治俊	
中川　陽子	 中澤　悦子	
南條　正子	 藤井　聡子	
坊迫　郁代	 松井　輝江	
松田多喜江
●埼玉県武術太極拳連盟
大室　和子	 大山　好惠	
小林せい子	 柴野　　進	
東　さおり	 松田百合子
●千葉県武術太極拳連盟
臼井　健次	 貝原塚峰子	
加瀬久美子	 佐藤菜穂子	
鈴木　和子	 髙橋　弘子	
玉井　朝子	 平池　芳子	
廣澤スミイ	 福岡みち子	
桃澤まゆ美
●東京都武術太極拳連盟
五十嵐　力	 石田　聖子	
市瀬　茂子	 伊藤　美紀	
井上　秀明	 沖　　静香	
奥川　剛史	 奥隅千賀子	

葛西　陽子	 北原　和佳	
栗山　一雄	 古俣　俊男	
鈴木　敦子	 瀧澤千嘉子	
武居　月子	 田邊　俊一	
佃　　光子	 西方　良子	
西原タミ子	 長谷川　香	
別役　　理	 真宮すみ江	
村上　慈子	 茂木　理恵
●神奈川県武術太極拳連盟
阿部　孝子	 新井信太郎	
有木　伸一	 石口　政樹	
大垣　洋子	 小川　美紀	
越智　典子	 貴島乃里子	
栗林　人美	 小林　範子	
齋藤　孝博	 島井絵里子	
清水　克巳	 諏訪秀一郎	
田口　公子	 立田　道子	
土屋　姜子	 羽布津千恵子	
三尾たつよ	 八坂　里子	
山本　　徹	 横瀬はる江
●山梨県武術太極拳連盟
厚芝　雄二	 川崎　敏朗	
高木　　昭	 高木　悦子
●新潟県武術太極拳連盟
岩渕　和彦	 江村　倶子	
遠藤由樹子	 小林みち子	
齊藤　光俊	 松田　朱美
●長野県武術太極拳連盟
飯嶋　秀夫	 外山　芳子	
長谷川さつき	 矢嶋　榮子	
山﨑　優里	 米田恵美子
●富山県武術太極拳連盟
上野　　章	 梅村　美幸	
松井　宏美	 松村　茂正
●石川県武術太極拳連盟
石当　陽子	 橋本　朱巳	
日野　　裕
●福井県武術太極拳連盟
赤﨑貴美子	 岩崎眞紗子	
川西　美紀	 川村　彰江	
木下　恵理	 武田智恵美	
南　　玲子	 森下　茂雄	
山田　良子
●静岡県武術太極拳連盟
市川　逸郎	 志村　町子	
沼尻　容子	 三枝　節子	
山本志保美

●愛知県武術太極拳連盟
川口　久代	 河原　彰寿	
柴田　恭孝	 長江　正人	
中根　行啓	 廣瀨はつみ
●三重県武術太極拳連盟
大西美代子	 清水　知子	
瀧石　葉子	 田中　耕一	
出口美奈子	 六藤　文子
●岐阜県武術太極拳連盟
春成　浩治
●滋賀県武術太極拳連盟
岡本　美幸	 橋本　美春	
松岡美佐枝
●京都府武術太極拳連盟
江口　　悟	 北村　智子	
澤田　共子	 正田　章子	
関戸たず子	 壺井　洋子	
寺田美代子	 松村　和子	
宮田　妙子
●大阪府武術太極拳連盟
東　　千尋	 池堂　正子	
石元　郁子	 伊藤美智子	
岩﨑　和美	 奥村あすか	
角野　愛子	 貴島　純子	
北方　　功	 姜　　利子	
澤　左江子	 柴田小百合	
杉本　博子	 諏訪　祥子	
髙橋　純子	 田尻須賀子	
堤之　裕子	 外山　和代	
中野富志子	 沼田　佳子	
橋國　宜則	 坂東　瑠美	
藤川由美子	 松原のり子	
宮﨑　俊夫	 宮田由理子	
村上　澄子	 森川みどり	
山下　晴美	 山本　陽造	
米沢美智子	 米地紀美子
●兵庫県武術太極拳連盟
秋本　勇二	 新井　洋美	
池野真奈美	 上垣　幸代	
大村　夏生	 奥村　啓子	
唐須　京子	 川島　正夫	
河南　　昇	 岸野　清美	
木下　俊昭	 坂本　善寛	
佐藤ミヨ子	 塩田　妙子	
杉山磨里子	 髙見　清美	
田渕由美子	 友田　隆子	
中田みどり	 仲村シズ子	



武 術 太 極 拳

八方利恵子	 原口　　憲	
藤井　　哥	 藤原由利子	
松尾　種美	 松原　則子	
松本くみ子	 水野　省司	
山口真理子
●奈良県武術太極拳連盟
廣岡　美子	 山﨑　敏子
●和歌山県武術太極拳連盟
中野　桂子	 橋爪きみ昻
●岡山県武術太極拳連盟
土倉　光子	 野上伊津子	
三宅　恵子	 安政　真弓
●広島県武術太極拳連盟
清水多恵子
●山口県武術太極拳連盟
宇津本ミドリ	 川上　千昭	
八百谷元三郎
●香川県武術太極拳連盟
安田　瑞穂

●高知県武術太極拳連盟
萩野　京子
●福岡県武術太極拳連盟
奥畑　博子	 黒木　敬子	
関　修一郎	 世良　弘枝	
髙木東代子	 田川恵美子	
辻野　美幸	 坪井由紀子	
永野　光幸	 西村　直子	
原　　　裕	 福谷　　健	
藤田二三夫	 山内　和博	
山本　絹代
●佐賀県武術太極拳連盟
江下レイ子	 貝原　　恵
●長崎県武術太極拳連盟
有冨加代子	 島村　節子	
志水　洋子	 堤　　順子	
中村　芳子	 平岡美保子	
前田眞理子	 松下　　寛	
松永るり子

●熊本県武術太極拳連盟
志垣　幸枝	 松尾　京子
●宮崎県武術太極拳連盟
荒木美知子	 尾形　志子	
後藤　康弘	 友重　友子	
畑中　　悌
●鹿児島県武術太極拳連盟
伊集院正美	 片平　美保	
久保園泰子	 末吉　由佳	
濱田　孝代	 藤崎　和代	
堀切　幸代	 山下ふくみ
●沖縄県武術太極拳連盟
井上佐智子	 伊波美智子	
兼城　博子	 上條三枝子	
具志堅ナエ子	 下地　　栄	
城間　恵子	 當眞　光子	
比嘉　　章	 平田　英子	
眞榮城守侯	 前原美代子	
山内　秀吉	 與那嶺喜美




