以下に，1622人全員の名簿を種別，級別に50音順で掲載する。氏名に続くカッコ内は所属都道府県連盟。
特例公認１級審判員
相川 清香（埼 玉）
上り浜誠一（兵 庫）
石川佐奈江（埼 玉）
岩佐 育代（三 重）
岩田 崇江（東 京）
岩根 節子（岩 手）
上柳 幸子（兵 庫）
潮田
強（東 京）
及川 佳織（東 京）
王
正（兵 庫）
大城真智子（東 京）
大越 春美（神奈川）
大塚かづ子（東 京）
大和久美代子（埼 玉）
小川 篤子（京 都）
笠木 ゆり（東 京）
勝部 典子（千 葉）
桂木 聡子（兵 庫）
川崎 雅雄（大 阪）
河原 美紀（岡 山）
桐山 賢信（静 岡）
小金井 進（埼 玉）
小林まさ子（長 野）
小山 晶子（群 馬）
佐々木祐子（秋 田）
佐藤えり子（千 葉）
下長 満子（大 阪）
白井 幸子（東 京）
白石 裕紀（兵 庫）
圖子 幸子（香 川）
住石寿美恵（大 阪）
高浦
猛（大 阪）
高橋かよ子（静 岡）
高山恵靖子（栃 木）
高山 宗久（栃 木）
高山 守夫（栃 木）
武田
久（東 京）

竹中 保仁（兵 庫）
竹村 美恵（東 京）
谷
理絵（山 口）
辻本三郎丸（兵 庫）
登丸 道子（群 馬）
冨田 金義（愛 知）
友崎
敦（東 京）
友正
慧（新 潟）
中谷 美幸（大 阪）
中村
剛（愛 知）
西村 誠志（大 阪）
二宮 秀夫（大 阪）
林
信之（兵 庫）
堀江 英紀（東 京）
堀米 秀夫（群 馬）
前田
修（鹿児島）
前東 篤子（大 阪）
増田 尚子（大 阪）
松浦 十喜（大 阪）
松下
寛（長 崎）
馬淵 俊二（大 阪）
三方 由子（大 阪）
三代 一美（神奈川）
満留 博文（埼 玉）
三船
英（福 岡）
宮村 みほ（三 重）
村上 里絵（熊 本）
森田
尚（埼 玉）
森 美智代（愛 知）
矢島孝一郎（神奈川）
矢島 淑江（群 馬）
安野 嘉記（大 阪）
山本 慶泰（大 阪）
横山 麻子（埼 玉）
吉田 チイ（新 潟）
吉田由美子（滋 賀）
米本 二一（大 阪）
渡部 健一（京 都）

公認太極拳１級審判員
相波 洋子（新 潟）
青木 菊治（群 馬）
青木 陽子（高 知）
青柳 洋子（群 馬）
青山 玲子（富 山）
赤神 良子（北海道）
赤塚 京子（北海道）
上り浜由香里（兵 庫）
浅井 和子（神奈川）
浅賀 節子（埼 玉）
淺川 芳子（群 馬）
安座間初子（沖 縄）
アシュワンデン凉子（東 京）
足達すなほ（京 都）
敦見るみ子（兵 庫）
新井 祐美（群 馬）
有馬 勝博（鹿児島）
安藤 朋子（東 京）
安藤真理子（鹿児島）
飯島 節子（群 馬）
飯髙 忠昭（神奈川）
飯田 順子（京 都）
飯田 省三（兵 庫）
飯田 行雄（福 岡）
飯塚 悦子（群 馬）
飯野 邦男（栃 木）
行田まさ子（熊 本）
池内 広司（兵 庫）
池田 和彦（神奈川）
池田 紀子（愛 知）
池田 靖枝（東 京）
池田るり子（兵 庫）
石井奈穂美（広 島）
石井 泰子（神奈川）
石川英里子（東 京）
石田由紀子（青 森）
石村 泰子（兵 庫）

泉
信子（大 阪）
泉
昌弘（大 阪）
磯崎 結花（神奈川）
礒部由美子（茨 城）
磯
陽子（宮 城）
井田 勝三（埼 玉）
市川 悦子（栃 木）
市橋 弘幸（福 井）
出口衆太郎（東 京）
井手 敬子（佐 賀）
稲毛
惠（山 形）
井上 達也（岡 山）
井上 久子（山 口）
井上 博子（神奈川）
井上 美穂（岡 山）
井上 康惠（京 都）
飯降 牧子（奈 良）
今泉 光子（埼 玉）
今井多九郎（福 岡）
今古賀 環（佐 賀）
岩佐 祐子（京 都）
岩田 英一（大 阪）
上田志津子（京 都）
上原田紀子（新 潟）
植松百合子（埼 玉）
上本 珠恵（広 島）
内田惠津子（埼 玉）
梅田 清子（熊 本）
浦上久美子（福 岡）
上島比都美（東 京）
江口 和子（千 葉）
榎田 徳子（静 岡）
榎本由美子（東 京）
江原 愛子（神奈川）
遠藤 淑子（福 島）
大泉 健一（山 形）
大賀さち子（東 京）
大川 梅乃（北海道）
大木 敦夫（大 阪）

大島 久枝（栃 木）
太田 光俊（大 阪）
大塚 恵子（大 阪）
大塚せつ子（佐 賀）
大坪加代子（茨 城）
大沼 富子（茨 城）
大野 麻美（神奈川）
大庭 明美（福 岡）
大森 順子（大 阪）
大森 洋子（兵 庫）
岡田多美子（埼 玉）
岡田ほのみ（広 島）
岡野 範子（宮 城）
岡部 嘉子（群 馬）
岡本 良子（静 岡）
起塚 恵子（兵 庫）
奥薗 裕子（鹿児島）
奥西 憩子（奈 良）
奥 真美子（大 阪）
奥村奈々子（三 重）
尾崎 育代（三 重）
尾崎 春子（東 京）
小澤 スミ（大 阪）
小澤登代子（長 野）
小田嶋郁子（岐 阜）
小田嶋秀樹（岐 阜）
小野久美子（兵 庫）
小幡 羊子（鹿児島）
小原 和子（千 葉）
恩田 享位（茨 城）
加賀 教子（青 森）
香川 幸子（京 都）
書上久美子（群 馬）
笠原 一代（長 野）
柏倉 芳枝（栃 木）
柏戸 禮子（栃 木）
勝間田巳喜生（熊 本）
勝呂 桂子（静 岡）
加藤 明子（東 京）

加藤花於子（岐 阜）
加藤 雅代（神奈川）
金井 逸郎（神奈川）
金丸 淳一（兵 庫）
金子みつ江（埼 玉）
金本 恵子（埼 玉）
唐松 滋子（神奈川）
川上 敬子（群 馬）
川上富美子（熊 本）
川田まゆ子（埼 玉）
川端 智子（東 京）
河原 晃子（岡 山）
川俣
緑（大 阪）
河村 南里（神奈川）
川村 真喜（東 京）
河原田円三（兵 庫）
記伊 賢子（佐 賀）
岸
宣隆（京 都）
北澤 史子（京 都）
北島 月恵（福 井）
木田 正宣（大 阪）
木立つよい（青 森）
北村恵美子（新 潟）
木下ひとみ（鳥 取）
木原比奈子（東 京）
木間塚祐二（神奈川）
木山 美和（福 岡）
久慈 静子（埼 玉）
櫛野 敏晴（福 岡）
工藤 友子（秋 田）
工藤 房枝（埼 玉）
窪谷 満子（静 岡）
熊谷 光雄（東 京）
久米 淑子（滋 賀）
栗野 淳子（東 京）
黒田
勉（熊 本）
桑原 節子（東 京）
槐島 洋子（鹿児島）
小出 義宗（長 野）
小岩知恵子（群 馬）
鴻上 雅仁（福 岡）
小島 正晴（栃 木）
小島 利津（佐 賀）
小須田正孝（神奈川）
古平 幸司（長 野）
小谷 早苗（奈 良）
小寺 瑛子（北海道）
後藤 妙子（福 島）
後藤
満（香 川）
小林 澄子（栃 木）
小原真理世（東 京）
小村 正子（茨 城）
齋藤 順子（三 重）
斉藤 直美（兵 庫）
斎藤ひろみ（岐 阜）

佐伯 卓也（京 都）
酒井 和代（長 野）
酒井 恵子（埼 玉）
坂井シゲ子（東 京）
坂口美智代（福 井）
坂野 央佳（静 岡）
阪本 貞雄（群 馬）
坂本 房子（東 京）
佐久間圭子（茨 城）
佐倉 康彦（大 阪）
佐々木和子（宮 崎）
佐々木晴美（京 都）
佐々木由紀子（埼 玉）
佐々木淑子（福 島）
佐藤 隆夫（宮 城）
佐藤 尚美（福 島）
佐藤
衛（神奈川）
佐野 睦子（静 岡）
澤入 克代（群 馬）
澤田美智子（富 山）
椎名
功（神奈川）
塩苅 洋子（富 山）
志賀 恒憲（山 形）
重松麻里子（東 京）
志田 典子（大 阪）
篠田 恵子（埼 玉）
渋川 英子（東 京）
島田
誠（長 野）
島元 正子（沖 縄）
島
祐子（茨 城）
清水 啓紀（石 川）
清水美智代（福 岡）
清水
恵（神奈川）
下川 和久（東 京）
下窪ゆきな（鹿児島）
下田不二子（兵 庫）
首藤 光子（愛 知）
庄司 容子（大 阪）
城宝 三郎（京 都）
白石 宗輝（大 阪）
白川 三栄（千 葉）
白岸 成美（東 京）
甚野 益子（大 阪）
新保 美香（京 都）
菅
智子（福 岡）
菅野 明子（熊 本）
杉崎由里子（福 岡）
杉山 千恵（岐 阜）
助川 敏一（神奈川）
鈴木 明人（東 京）
鈴木 京子（神奈川）
鈴木 豊子（東 京）
鈴木 康弘（神奈川）
須田百合子（和歌山）
須永美知子（群 馬）

須山 文子（広 島）
瀬川 芳江（静 岡）
関根
等（東 京）
関
文七（京 都）
世良弥嘉子（広 島）
寒川 雅子（和歌山）
染谷 祥子（千 葉）
高木 良江（長 野）
髙草木好美（群 馬）
髙久 芳枝（茨 城）
高嶋ますみ（茨 城）
高田 敏明（新 潟）
鷹取 春子（神奈川）
髙野みどり（東 京）
高橋 秋子（長 野）
髙橋 早苗（群 馬）
髙橋セイ子（岩 手）
高橋 隆治（兵 庫）
髙橋智恵子（茨 城）
髙橋千鶴子（青 森）
高橋 廣子（群 馬）
高橋冨美子（兵 庫）
髙橋 祐子（長 野）
高橋 欣子（千 葉）
武石 英子（埼 玉）
竹内 健二（東 京）
武田 幸子（東 京）
武田ちか子（秋 田）
竹田 福之（群 馬）
武田由美子（茨 城）
武信 順子（鳥 取）
竹林せい子（北海道）
田沢 啓子（静 岡）
田嶋 章代（岐 阜）
辰田真理子（岡 山）
立石 朝輝（東 京）
田中 郁子（京 都）
田中左知代（福 岡）
田中
勉（神奈川）
田中 久代（京 都）
田中
真（千 葉）
棚橋真由美（大 阪）
田辺由里子（群 馬）
谷口 純子（大 阪）
谷口 亮子（宮 崎）
谷 甚四郎（奈 良）
谷田 雅子（福 井）
谷内 久恵（東 京）
谷 保順子（大 阪）
田村
昭（京 都）
田村 満子（埼 玉）
為木 清美（兵 庫）
中条 幸子（富 山）
長
幸子（福 岡）
塚原加代子（茨 城）

塚本美恵子（福 岡）
津田 洋子（奈 良）
椿本 浩子（大 阪）
寺沢 優吉（京 都）
徳田 清方（神奈川）
徳永 幸枝（岡 山）
土肥 恵子（宮 崎）
富岡 夏子（群 馬）
冨田 一彦（福 岡）
豊田 純子（熊 本）
中井
薫（大 阪）
中石 春美（広 島）
永井 博子（大 阪）
永井三千代（奈 良）
永江 倭子（神奈川）
中川 昌子（茨 城）
長洲 裕子（神奈川）
永田喜美子（京 都）
中田 律子（秋 田）
中西 典子（茨 城）
中根 明美（神奈川）
中野美恵子（香 川）
長峰千津子（茨 城）
中村 和代（埼 玉）
中村くみ子（群 馬）
中村 孝子（大 阪）
中村 隆子（広 島）
中村 道幸（鹿児島）
中本眞智子（京 都）
中山 厚子（兵 庫）
中山 脩助（山 形）
中山 純子（神奈川）
中山 正栄（新 潟）
夏原 淑江（滋 賀）
波平 京子（福 岡）
成瀬 陽子（京 都）
新山 美子（三 重）
西岡美和子（兵 庫）
西野千香子（富 山）
西村 眞澄（福 岡）
西脇 雅子（三 重）
二宮 恭介（千 葉）
二宮早百合（大 分）
二宮 恒夫（岐 阜）
丹生 愛子（東 京）
二瓶 陽子（東 京）
丹羽 芳子（宮 崎）
根岸 秀子（群 馬）
野口 和得（神奈川）
野﨑 訓子（佐 賀）
野田 和子（福 岡）
野々垣香津美（京 都）
述金 博子（千 葉）
橋
逸郎（愛 知）
橋村 琢子（兵 庫）

橋本 和子（大 阪）
長谷川絹代（埼 玉）
長谷川文雄（群 馬）
長谷部裕子（福 島）
枦山 慈子（鹿児島）
服部 一政（兵 庫）
濵川 良子（東 京）
濵田 德二（鹿児島）
浜中 啓子（青 森）
林
幹人（神奈川）
林 美智子（兵 庫）
原嶋 京子（埼 玉）
原
世津（宮 崎）
原田
稔（北海道）
春田多希子（鹿児島）
坂野真理子（愛 知）
東出 桂子（東 京）
日向野さち子（栃 木）
樋口 淑子（大 阪）
肥後 充昭（神奈川）
平岩きよ子（群 馬）
平田 京子（埼 玉）
平田 秀子（熊 本）
平野 イセ（岩 手）
平野由里子（神奈川）
廣瀬 君江（群 馬）
深海せつ子（新 潟）
深澤 智子（群 馬）
福島 質彦（奈 良）
福田 厚子（岡 山）
藤家 利郎（新 潟）
藤井 芳郎（秋 田）
藤澤千寿美（長 野）
藤代
孝（静 岡）
藤田 紀子（山 口）
藤野 雅義（岡 山）
藤光 美芳（大 阪）
藤本真由美（広 島）
藤吉
洸（熊 本）
古郡 弘子（埼 玉）
古越 靖祥（長 野）
古谷 良子（神奈川）
北條 達子（茨 城）
星川多美子（山 形）
星山三智子（三 重）
堀
明美（東 京）
堀内 紀雄（新 潟）
堀江 令子（神奈川）
堀岡有美子（兵 庫）
前田真由美（京 都）
増田 文子（学生連盟）
増田
勝（学生連盟）
増田 泰治（岡 山）
又吉エイ子（沖 縄）
松田 英子（滋 賀）

松田日佐子（大 阪）
松丸 洋子（茨 城）
松本 綾子（京 都）
松本 健志（東 京）
馬原 和美（兵 庫）
馬渕佐枝子（宮 城）
円岡加奈子（福 岡）
丸谷 治子（岡 山）
丸毛 エリ（東 京）
三浦美代子（兵 庫）
三代 正廣（神奈川）
水澤 則子（群 馬）
三田 恵子（栃 木）
皆川 康子（新 潟）
南
明秀（奈 良）
箕浦美砂代（兵 庫）
簑島 早苗（神奈川）
三原 彰子（山 口）
三宅
進（大 阪）
三宅由紀子（神奈川）
宮崎 敦子（富 山）
宮﨑 純子（熊 本）
宮田千恵子（福 岡）
宮田 喜子（神奈川）
宮地 完治（福 岡）
宮脇美代子（鹿児島）
向山 初美（長 野）
村本まさ子（山 口）
茂木 俊子（群 馬）
百瀬 京子（東 京）
守
圭二（福 岡）
森田 久子（東 京）
森
豊貴（北海道）
森本 君子（奈 良）
森本 茂子（大 阪）
森本千代子（兵 庫）
森安小百合（鳥 取）
森山みどり（福 岡）
八ケ代祐子（神奈川）
矢頃久美子（大 阪）
家次 武子（大 阪）
矢島千代子（埼 玉）
安井 英幸（秋 田）
安河内和子（東 京）
安田 操子（福 島）
柳井 功子（群 馬）
柳田 滋子（埼 玉）
柳本 芳子（佐 賀）
矢部 武志（埼 玉）
山縣左記子（京 都）
山口かよ子（栃 木）
山崎 光子（東 京）
山﨑
好（高 知）
山下 君子（神奈川）
山田 辰吉（神奈川）

山田 久子（群 馬）
山名まるみ（広 島）
山西久仁子（香 川）
山根恵美子（兵 庫）
山本 浩司（長 崎）
山本 法子（千 葉）
山元まち子（鹿児島）
山本真由美（兵 庫）
山本 道子（長 崎）
湯浅 陽子（千 葉）
豊 喜久恵（兵 庫）
吉川 隆造（岡 山）
吉田
功（新 潟）
吉田 林之（福 岡）
吉田ますみ（長 野）
吉永美佐子（奈 良）
吉羽 富夫（東 京）
吉森 忠弘（兵 庫）
渡邊 恭子（大 阪）
渡辺こずえ（愛 知）
渡辺 博子（石 川）
渡邉 賢周（新 潟）
公認太極拳２級審判員
相澤 秀子（宮 城）
粟生田三男（宮 城）
青木 晶子（群 馬）
青木 艶子（神奈川）
青山 榮一（滋 賀）
青山 陽子（奈 良）
赤井
進（福 岡）
秋元 和子（大 阪）
秋山ひとみ（兵 庫）
安藝 律子（長 崎）
吾郷 紀子（島 根）
朝香美保子（秋 田）
浅田 紘子（大 阪）
東
紀子（広 島）
阿瀬 衣子（京 都）
麻生 陽子（千 葉）
足立 慶子（広 島）
安部 純江（大 分）
阿部 妙子（秋 田）
阿部 妙子（群 馬）
阿部 徳子（埼 玉）
安部 正勝（大 分）
天野 哲也（広 島）
新井 恵子（栃 木）
荒川美津枝（栃 木）
安藤 育子（東 京）
安東 順子（鳥 取）
安藤みな子（神奈川）
安藤 優子（京 都）
飯島 輝子（山 梨）
飯塚 和子（埼 玉）

飯野由美子（神奈川）
家野 純子（大 阪）
五十嵐久美子（神奈川）
五十嵐洋子（栃 木）
池田 健一（青 森）
池田 雅古（秋 田）
池村 克美（沖 縄）
伊澤 孝章（神奈川）
石岡るり子（青 森）
石垣 修一（山 形）
石川 直子（栃 木）
石川美代子（福 岡）
石崎 広子（神奈川）
石澤 久芳（福 島）
石田 素子（長 野）
石原 節子（鹿児島）
石原 素子（鹿児島）
石松 敦子（福 岡）
伊勢谷俊人（和歌山）
磯谷 雪子（福 岡）
市川 ミサ（高 知）
市川 祐子（宮 城）
一條 徳子（神奈川）
市橋 節子（福 井）
伊藤 恭子（千 葉）
伊藤小百合（宮 城）
伊藤美枝子（山 形）
伊藤 幸子（静 岡）
伊藤 義明（岩 手）
伊藤 善子（兵 庫）
井上 和江（宮 城）
猪野 幸子（栃 木）
今井 律子（長 野）
今関由紀子（岩 手）
今牧 俊昭（長 野）
今森 淑子（石 川）
入矢 保子（京 都）
岩井 治江（群 馬）
岩田 寛子（長 崎）
岩村 朝子（愛 知）
印南 昌弘（長 野）
植田喜代美（群 馬）
上野 博子（大 分）
上野山有希子（奈 良）
上原 慎二（福 岡）
上原ヒサ子（神奈川）
上原ゆかり（福 岡）
植村 生子（岩 手）
宇佐美菜穂子（島 根）
氏原 史子（高 知）
碓井 淳一（富 山）
臼木 里美（岩 手）
宇髙 弘子（熊 本）
内田 朝子（福 岡）
打田 雅昭（埼 玉）

内野 優子（鹿児島）
内山 喜矩（大 分）
有働 真澄（熊 本）
采野 武朗（三 重）
宇野 一枝（宮 城）
海井 咲子（神奈川）
梅本 克己（兵 庫）
梅本
紅（長 崎）
瓜生
叶（福 岡）
越後 恵子（栃 木）
江藤 路子（神奈川）
榎本美知子（静 岡）
遠藤 利子（宮 城）
遠藤 正康（新 潟）
及川 紀子（岩 手）
大神 憲子（宮 崎）
大窪きみ子（滋 賀）
大越 依美（東 京）
大沢 藍未（岐 阜）
大沢恵里子（兵 庫）
大下こころ（広 島）
太田垣久美子（兵 庫）
大瀧
信（埼 玉）
大竹 秀男（宮 城）
大竹 由美（東 京）
太田 壽親（鳥 取）
太田ゆう子（京 都）
大塚 幸枝（栃 木）
大友万由美（宮 城）
大野 和恵（埼 玉）
大野 泰史（埼 玉）
大庭 悦子（鹿児島）
大政 真弓（愛 媛）
大本 幸子（広 島）
大森 明子（群 馬）
大山佐智子（埼 玉）
岡﨑 京子（福 岡）
小笠原理恵（長 崎）
岡田さよ子（兵 庫）
岡田 弘子（石 川）
緒方 政子（福 岡）
岡田 淑子（高 知）
岡野 光子（東 京）
岡
弘子（岡 山）
岡本
司（鳥 取）
岡本 睦子（山 口）
小川 悦子（富 山）
小川 聰子（新 潟）
小川 隆江（長 野）
小川 雅子（神奈川）
荻野 清彦（山 梨）
荻谷 典子（茨 城）
奥田 京子（神奈川）
奥津 京子（鹿児島）
奥村 吉昭（青 森）

長田 順子（山 梨）
音道 アヱ（千 葉）
小野恵美子（神奈川）
尾野田凌子（佐 賀）
小野寺 誠（東 京）
小原のり子（岩 手）
小俣 眞澄（山 梨）
影山百合子（栃 木）
笠置 康子（神奈川）
笠原伊津子（東 京）
梶上 正毅（大 阪）
片岡 一郎（兵 庫）
片川慎一郎（大 分）
加藤 歌子（大 阪）
加藤キヌ子（神奈川）
加藤 京子（東 京）
加藤ともこ（兵 庫）
加藤 康之（東 京）
金井 誠子（栃 木）
金井まつ治（山 梨）
金谷
稔（新 潟）
金子 晴美（大 阪）
鎌田トミ子（山 梨）
鎌田 春江（秋 田）
鹿丸 眞弓（山 口）
上島 敬子（神奈川）
亀井 照代（群 馬）
亀澤 由美（山 口）
加茂ひろ美（宮 城）
唐澤 悦子（群 馬）
河北 ミヨ（埼 玉）
川﨑 友子（東 京）
川内野拓二（神奈川）
河端貴代子（兵 庫）
川原
泉（鹿児島）
川原 惠子（福 岡）
河村 邦子（山 口）
菅野久美子（埼 玉）
神原 有美（茨 城）
神原 庸子（兵 庫）
菊知 明美（石 川）
菊池光友希（大 阪）
岸川たか江（佐 賀）
岸原喜久代（福 岡）
喜多 敦子（岡 山）
北川はつ江（滋 賀）
北川 雅昭（奈 良）
北澤 利幸（長 野）
北林 良子（秋 田）
北
治代（兵 庫）
北村 住子（山 梨）
木下ヒロコ（兵 庫）
木村 昭雄（兵 庫）
木村 節子（栃 木）
木村 教子（福 島）

木村 洋子（京 都）
金城 照子（沖 縄）
釘本 礼子（大 阪）
楠戸 政子（岡 山）
久住富士子（新 潟）
工藤 正明（青 森）
工藤美枝子（福 井）
国枝あつ子（秋 田）
久保 章子（鹿児島）
久保田公美子（東 京）
久保 知子（大 阪）
久保 眞子（神奈川）
熊谷瑠美子（福 岡）
栗田美恵子（埼 玉）
栗原 享子（埼 玉）
久禮田倫子（高 知）
黒崎 順子（千 葉）
黒崎 増子（石 川）
黒澤 邦明（富 山）
黒山富美恵（岡 山）
桑原みどり（福 岡）
小泉 邦子（東 京）
香西 絹子（北海道）
公田 仁志（島 根）
鴻巣 俊子（宮 城）
河野 博子（兵 庫）
小坂 芳江（長 野）
越野 敬子（福 岡）
小島 和枝（兵 庫）
小島加津子（神奈川）
小嶋 清勝（石 川）
小島 信子（埼 玉）
小嶋 裕美（広 島）
小城真名人（岐 阜）
小谷 公子（鳥 取）
小谷智恵子（沖 縄）
小谷 正貴（長 崎）
兒玉 幸子（大 阪）
兒玉眞理子（新 潟）
後藤エツ子（兵 庫）
寿
富子（大 阪）
小西 輝保（山 口）
古西 一美（京 都）
小西美智子（群 馬）
小林 明子（青 森）
小林 敦子（長 野）
小林
正（長 野）
小林 千穂（神奈川）
小林 正江（長 野）
小林 芳彦（新 潟）
小松 文子（長 野）
駒谷三枝子（宮 城）
五味貴代子（奈 良）
小峰 静代（栃 木）
小村みさえ（鹿児島）

小綿 節子（岩 手）
近野 浩美（福 島）
昆
充芳（新 潟）
斉藤 淳子（群 馬）
酒井惠美子（佐 賀）
酒井 絹代（東 京）
酒井俊一郎（福 岡）
坂井征一郎（新 潟）
酒井 令子（兵 庫）
榊
雅子（神奈川）
坂口志津子（石 川）
坂本 公子（広 島）
坂本みさを（兵 庫）
相良吉之助（福 岡）
崎本 絢子（京 都）
櫻井 宣子（埼 玉）
佐々木和江（熊 本）
佐々木節枝（鳥 取）
佐々木詔子（岩 手）
定末 郁子（広 島）
里
厚雄（東 京）
佐藤
明（神奈川）
佐藤加代子（神奈川）
佐藤 妙子（福 岡）
佐藤 忠司（埼 玉）
佐藤
徹（栃 木）
佐藤 俊郎（大 分）
佐藤 尚子（広 島）
佐藤 伸子（宮 城）
佐藤美知友（岩 手）
佐藤 康雄（新 潟）
佐藤 裕子（岩 手）
真田 博子（大 分）
沢井 武雄（富 山）
澤入 優子（群 馬）
椎井 茂子（新 潟）
椎名 正子（千 葉）
塩谷 治江（群 馬）
重吉 伸一（島 根）
篠原 優子（北海道）
柴田香津子（福 岡）
柴田 光子（大 阪）
持佛 久子（山 口）
清水 明美（山 梨）
清水香代子（兵 庫）
清水 卓子（福 井）
清水千枝子（和歌山）
清水
輝（群 馬）
清水 宏晏（岐 阜）
清水美知子（青 森）
清水 理佐（埼 玉）
志村恵美子（富 山）
下園 清子（鹿児島）
下西 幸顧（大 阪）
下村 昭子（大 阪）

首藤ちづ子（奈 良）
庄司千津子（静 岡）
正山由美子（兵 庫）
白岩 範道（兵 庫）
新谷 信子（山 口）
新谷 義隆（福 島）
新藤喜代子（神奈川）
末永 暁美（宮 城）
菅原 典子（岩 手）
杉崎 文子（大 分）
杉田 恵美（大 阪）
杉立 澄子（兵 庫）
杉本 清美（群 馬）
杉本 恵子（東 京）
杉本 久子（東 京）
杉山
哲（岐 阜）
須崎 房子（福 岡）
須々木尚代（岡 山）
鈴木 邦子（福 井）
鈴木 浩次（神奈川）
鈴木すみ子（山 梨）
鈴木 周子（宮 城）
鈴木 弘美（青 森）
鈴木 正子（埼 玉）
須藤 瑞代（東 京）
砂原 和子（石 川）
角
正博（鹿児島）
関口 富吉（埼 玉）
関 小容子（長 野）
関根 明美（奈 良）
関本 國光（神奈川）
世古佐知子（茨 城）
瀬戸 栄子（千 葉）
瀬戸 正子（静 岡）
仙臺 悦子（京 都）
千田美智子（兵 庫）
造作 健治（兵 庫）
宗
鞆代（兵 庫）
相馬 房子（福 井）
底田 有理（福 岡）
高井 ユカ（青 森）
髙木久美子（岐 阜）
髙木 啓二（新 潟）
髙木富美子（山 梨）
髙木眞里子（熊 本）
髙木 康博（大 阪）
高瀬希伊子（栃 木）
髙瀬千賀子（京 都）
高田恵津子（石 川）
髙田惠美子（埼 玉）
高橋アヤ子（秋 田）
高橋紀美子（兵 庫）
髙橋 賢治（神奈川）
髙橋 貞子（千 葉）
髙橋 繁雄（東 京）

髙橋 珠実（福 岡）
高橋 知子（岩 手）
高橋万里子（栃 木）
髙橋もと江（群 馬）
高橋 喜子（岩 手）
高橋 ルイ（新 潟）
髙原 和江（岡 山）
高見 一枝（愛 知）
高柳 和己（愛 知）
髙山あけみ（東 京）
髙山 公子（栃 木）
瀧口 澄江（岡 山）
竹内 キン（秋 田）
竹内 雅和（富 山）
竹内 祐子（栃 木）
竹上 裕乏（熊 本）
竹田かず子（群 馬）
武田 節子（兵 庫）
竹田 泰之（大 阪）
竹中 睦枝（福 岡）
武信 倍子（鳥 取）
武原 京子（熊 本）
田篭 清子（福 岡）
太﨑由美子（京 都）
田島美代子（千 葉）
多田 知子（兵 庫）
多田 瑞恵（鳥 取）
立川 陵子（熊 本）
舘
房子（千 葉）
舘野 佳子（神奈川）
田中紀代美（秋 田）
田中勢津子（神奈川）
田中智恵子（福 島）
田中 信行（大 阪）
田中美智子（富 山）
田中美知子（熊 本）
田中美代子（滋 賀）
田中 康博（兵 庫）
田波 浩子（神奈川）
谷川美知夫（沖 縄）
谷口 悦子（兵 庫）
谷口 富子（福 岡）
谷口
博（高 知）
谷口 玲子（兵 庫）
谷
晴子（京 都）
田畑 和子（鹿児島）
田葉 隆一（東 京）
玉置 牧子（神奈川）
田村 千鶴（群 馬）
田村 ユキ（新 潟）
丹後 律子（大 分）
近田 菊江（三 重）
千葉 善治（岩 手）
千葉真喜子（岩 手）
千葉 義人（宮 城）

朱
容希（東 京）
長田 初枝（新 潟）
千代間節子（栃 木）
塚田 光広（静 岡）
津川 泉一（熊 本）
津久井伸一（群 馬）
津毛
望（和歌山）
辻
健（大 分）
辻 登美子（千 葉）
土田 公一（新 潟）
土屋 直美（山 形）
津波 真一（沖 縄）
手嶋 光孝（兵 庫）
寺内 京子（山 形）
寺田 幸子（兵 庫）
寺谷 正史（鳥 取）
照川 幸子（長 野）
遠山美枝子（東 京）
栃内 泰子（岩 手）
登丸 讓治（群 馬）
冨島 在子（大 阪）
富田千代子（長 野）
富永 勝子（大 阪）
豊田 郁江（山 形）
豊田 美香（兵 庫）
内藤 治文（山 梨）
永尾 千代（京 都）
中川 裕樹（埼 玉）
中熊いづみ（高 知）
中小路良介（滋 賀）
中島けい子（群 馬）
中園 久美（石 川）
長田 孝子（神奈川）
中楯
悟（山 梨）
中谷 浩二（岡 山）
中田 洋子（千 葉）
中津 幸子（大 阪）
中西 邦夫（兵 庫）
中西 節子（青 森）
中西 洋恵（徳 島）
中原 隆夫（熊 本）
中村ケイ子（岩 手）
中村 恵子（奈 良）
中村 澄子（愛 知）
中村 孝子（三 重）
中村 敏江（山 梨）
中村 弘子（徳 島）
中村 洋一（福 岡）
中屋喜八郎（神奈川）
中山 順子（山 形）
中山 智子（奈 良）
永吉タツ枝（福 岡）
南雲 貞子（神奈川）
奈良橋俊子（群 馬）
成瀬 節子（千 葉）

新居 政幸（福 岡）
二階堂ユキコ（茨 城）
西井 領子（熊 本）
西岡
啓（大 阪）
西川 明子（岐 阜）
西倉 革子（宮 城）
西浴美智子（和歌山）
西沢 益夫（長 野）
西谷 佳子（香 川）
西成田 拓（宮 城）
西野紀美子（神奈川）
西野 雅子（兵 庫）
西村
敏（島 根）
西村 龍彦（大 阪）
西村 典子（島 根）
西村 陽三（福 岡）
西本タミ子（香 川）
西本 英樹（北海道）
入戸野峯子（東 京）
二ノ倉久子（茨 城）
二宮 寛子（千 葉）
仁平 裕子（神奈川）
丹羽真理子（大 阪）
沼田 宏子（青 森）
根本美喜子（福 島）
野田 博明（茨 城）
能登 初枝（富 山）
信岡 歌子（千 葉）
延原登美子（神奈川）
登川 操子（沖 縄）
萩野ユミ子（千 葉）
橋口 總子（宮 崎）
橋本 良子（熊 本）
羽角千恵子（栃 木）
長谷川和子（愛 知）
長谷川里美（石 川）
長谷川紀子（神奈川）
長谷川ゆかり（長 野）
畑
恭介（山 口）
畑
照代（滋 賀）
畠中 純子（島 根）
畑中 澄江（兵 庫）
畑野美佐枝（神奈川）
服部 君代（千 葉）
服部 純子（東 京）
花城今日子（兵 庫）
羽根 美代（三 重）
馬場 忠海（山 梨）
馬場 照代（鹿児島）
濱﨑 妙子（大 阪）
濱﨑由巳子（福 岡）
濵田 國夫（山 梨）
濱本 秀子（広 島）
早川真知子（栃 木）
早坂ひで子（山 形）

林
弘美（和歌山）
早水 國雄（大 阪）
原
栄子（群 馬）
原澤滿理子（群 馬）
原田 雅恵（北海道）
原 ヤヨイ（東 京）
針谷 洋一（茨 城）
春田 牧子（鹿児島）
馬場 礼子（滋 賀）
樋口 妙子（千 葉）
久野 和江（熊 本）
久本小夜子（福 岡）
日髙イツ子（鹿児島）
日野 初美（福 岡）
日吉 奈美（静 岡）
平尾 明子（岡 山）
平田由美子（東 京）
平塚アケミ（福 岡）
平塚タケ子（長 野）
廣谷 道子（兵 庫）
広田 信夫（神奈川）
深井 健一（神奈川）
深川 裕子（滋 賀）
深美 直子（和歌山）
深谷しづ子（愛 知）
福井 美幸（徳 島）
福井
裕（兵 庫）
福島まつゑ（大 阪）
福田いづみ（兵 庫）
福田 一惠（香 川）
福森
高（鹿児島）
福安 勝子（愛 知）
藤井 公子（山 梨）
藤井 敬義（福 岡）
藤生
明（和歌山）
藤岡 明美（広 島）
藤川タカ子（鹿児島）
藤島 和子（埼 玉）
藤田 基子（兵 庫）
藤本 優子（福 岡）
藤谷 珠江（埼 玉）
藤原 耕一（兵 庫）
藤原 智恵（宮 城）
藤原ジュン子（秋 田）
藤原 豊子（大 分）
藤原 史華（青 森）
布施 靜江（京 都）
舩木 信男（島 根）
古市 真弓（福 岡）
古郡 一弘（埼 玉）
別城美知子（熊 本）
星子 久典（熊 本）
星野 一子（宮 城）
細井 鈴江（群 馬）
細田 幸枝（大 阪）

堀川 啓子（千 葉）
堀米佳津子（千 葉）
堀部美佐子（岐 阜）
本田 明美（福 島）
本田都矢子（鹿児島）
本多 昌代（群 馬）
本間 明美（新 潟）
本望 哲男（神奈川）
前川 明子（香 川）
前川 英子（香 川）
前田 源司（熊 本）
前田美智子（和歌山）
前田 美雪（熊 本）
正木 裕子（宮 城）
増澤 敬子（大 阪）
増田
洋（静 岡）
桝見
寛（広 島）
町田千壽子（鹿児島）
松井 和代（新 潟）
松岡 泰弘（長 野）
松尾 公子（岡 山）
松尾 修一（兵 庫）
松崎 洋子（福 岡）
松田 孝子（福 岡）
松田 博子（千 葉）
松田 房子（福 岡）
松延
彰（千 葉）
松野 良治（大 阪）
松原 文明（福 岡）
松村 朋子（群 馬）
松村 延子（東 京）
松本 祥子（兵 庫）
松本 昭子（群 馬）
松本 敏江（山 梨）
松本 尚美（和歌山）
松本奈美代（兵 庫）
松本 春幸（三 重）
真水有理子（滋 賀）
黛 多美子（群 馬）
丸山 君枝（栃 木）
三浦 義則（長 崎）
三澤 清美（長 野）
水澤 千幸（長 野）
水谷 和郎（岐 阜）
水野恵美子（福 島）
溝渕 徳栄（京 都）
味田 清子（京 都）
薬袋 文子（山 梨）
南出 利恵（和歌山）
三保千鶴子（広 島）
三村智恵子（鳥 取）
宮下 和子（石 川）
宮下 泰江（埼 玉）
宮下由美子（山 梨）
宮島 慶夫（新 潟）

宮本 規子（大 阪）
宮本 文子（埼 玉）
宮本 靖子（茨 城）
宮本 由美（神奈川）
宮森 静枝（福 岡）
宮良 麗子（沖 縄）
三好日出子（福 岡）
宗像 節子（福 島）
宗像 美奈（広 島）
村井 君代（大 阪）
村井裕里子（岩 手）
村上 育公（栃 木）
村瀬 清子（静 岡）
村松 聖美（大 阪）
村松 知子（栃 木）
村松 宏子（東 京）
目黒 豊実（新 潟）
森内登志子（青 森）
森岡 敦子（鳥 取）
森川 正則（滋 賀）
森口留美子（大 阪）
森田 久子（富 山）
森永 重德（福 岡）
森永美知子（京 都）
森
文子（愛 知）
森光久美子（高 知）
森本 昭吾（鳥 取）
森谷志加子（兵 庫）
森山 幸子（兵 庫）
諸岡加代子（福 岡）
矢口 恵子（茨 城）
屋敷 鈴枝（群 馬）
矢島 紀子（福 井）
安河 隆子（福 岡）
安實 文子（大 分）
安田トシエ（栃 木）
安野 生子（大 阪）
安原かづ江（群 馬）
安原
茂（長 野）
安好 敏子（徳 島）
矢田 雅子（長 野）
栁澤 千弘（埼 玉）
栁瀬 純子（埼 玉）
柳瀬とよ子（岐 阜）
八幡
泉（岡 山）
籔田美代子（静 岡）
山内 勝利（東 京）
山岡 素子（東 京）
山岸 幸子（埼 玉）
山口 逸也（兵 庫）
山口佳代子（福 岡）
山口 文恵（京 都）
山腰 基昭（大 阪）
山﨑 啓子（石 川）
山﨑志賀子（佐 賀）

山﨑多恵子（石 川）
山崎 良子（宮 城）
山下千賀子（宮 城）
山田喜美子（千 葉）
山田 啓子（佐 賀）
山田 淳子（大 阪）
山田 証司（大 阪）
山田千恵子（兵 庫）
山田千鶴子（群 馬）
山田 光代（神奈川）
山田 優明（鳥 取）
山中 則子（栃 木）
山本 一郎（東 京）
山本 栄子（北海道）
山本 恵子（広 島）
山本 範子（岡 山）
由本 衣子（鳥 取）
由利 恵子（滋 賀）
横須賀恵子（群 馬）
横田 桂子（群 馬）
横山 明子（茨 城）
横山 吉信（愛 知）
吉川 昌代（東 京）
吉澤 能子（大 阪）
吉田 敏子（熊 本）
吉田美智子（福 岡）
吉田 ゆり（福 島）
吉田 洋子（大 分）
芳野 洋子（兵 庫）
吉原 和子（佐 賀）
吉丸キクエ（鹿児島）
両川
寛（岩 手）
若松 容子（埼 玉）
脇
潤子（兵 庫）
渡部恵美子（秋 田）
渡邉 俊哉（大 阪）
渡邉 洋子（秋 田）
渡辺 芳久（新 潟）
和田 弥生（京 都）
公認太極拳３級審判員
相本 邦子（山 口）
青井 律子（香 川）
青砥ひで子（埼 玉）
赤久保美恵子（東 京）
赤羽 君江（愛 知）
秋穂 誠子（鳥 取）
甘粕 越子（神奈川）
荒
孝一（宮 城）
新谷 邦子（兵 庫）
有間
進（群 馬）
安東 育子（大 分）
安東
淳（大 分）
池永 裕子（福 岡）
石井 晋助（東 京）

石井 晴美（山 梨）
石田さと子（宮 城）
石田美和子（宮 城）
石橋 明美（兵 庫）
和泉恵次郎（千 葉）
伊藤 征男（秋 田）
伊藤有為子（兵 庫）
伊藤 利明（福 岡）
伊藤 久子（神奈川）
猪谷 純子（東 京）
今崎留美子（長 崎）
今村 素子（神奈川）
井村 絹子（熊 本）
入江 悦子（栃 木）
岩佐 良子（山 口）
上中 好子（兵 庫）
上野 厚子（千 葉）
上野 悦子（奈 良）
上原としゐ（新 潟）
牛久 恵子（栃 木）
浦上 恒子（大 阪）
及川 和夫（宮 城）
及川かつえ（奈 良）
大熊 宏子（新 潟）
大澤
武（福 岡）
大嶋 典子（青 森）
太田ふじ子（宮 城）
大多和康夫（静 岡）
大塚 弘子（福 岡）
大塚芙美子（千 葉）
大山マツ子（鹿児島）
岡﨑 啓子（愛 媛）
岡﨑 美香（宮 城）
小笠原由美子（東 京）
岡田 恒子（岐 阜）
岡村 勝子（岩 手）
小倉 晴夫（三 重）
長田 一美（山 梨）
甲斐 千里（宮 崎）
加賀れつ子（青 森）
鍵谷 君柄（兵 庫）
加來 雅夫（福 岡）
笠井 厚子（神奈川）
笠井 正雄（群 馬）
鹿島 眞理（宮 城）
鍛治本克子（兵 庫）
柏﨑 正一（岩 手）
勝俣 初江（東 京）
勝又 禮子（静 岡）
加藤 昭子（神奈川）
加藤 典子（宮 崎）
加藤美知子（群 馬）
門倉せん子（埼 玉）
金巻遊右子（新 潟）
川口 陽子（大 阪）

川島 潔子（岩 手）
川瀬 矩成（愛 知）
河内 笑子（福 岡）
川野 富子（大 分）
神田 勝江（沖 縄）
菊池千恵子（千 葉）
吉條しぐれ（大 阪）
木村いつ子（福 井）
木村佐枝子（東 京）
金城美智子（沖 縄）
工藤 靖子（大 分）
熊谷裕見子（宮 城）
河村 保男（岐 阜）
小瀧 英子（神奈川）
小天かずみ（徳 島）
後藤 トキ（福 島）
小林 静江（福 井）
小林 幸子（福 島）
小林 慶昭（福 井）
小松 桂子（高 知）
小森能利子（富 山）
小栁 安子（兵 庫）
齋藤 禎子（宮 城）
斎藤 英昭（神奈川）
三枝左千夫（山 梨）
阪上 淳孝（大 阪）
榊原 琴司（群 馬）
笹川アキエ（熊 本）
佐々木敏夫（東 京）
佐々木秀美（青 森）
笹舘 正子（秋 田）
佐藤 和男（福 島）
佐藤 憲子（青 森）
佐藤 泰子（宮 城）
佐藤ヨネ子（福 島）
真田 忠彦（大 分）
重田 栄子（神奈川）
嶌田 紘一（京 都）
嶋村
榮（東 京）
清水智恵子（東 京）
下境田富枝（兵 庫）
下田 徳江（群 馬）
白鳥美惠子（栃 木）
神宮寺ヒロミ（山 梨）
須賀原アヤ子（岩 手）
鈴木きよこ（宮 城）
諏訪 節子（東 京）
関
良一（大 阪）
瀬名波敬一（沖 縄）
善田 優子（富 山）
袖本恵美子（島 根）
曽宮 幹夫（大 分）
平良 和子（沖 縄）
高尾ウタ子（栃 木）
髙木冨美子（神奈川）

髙瀬 明世（福 岡）
髙橋マリ子（宮 城）
高森 淑子（岡 山）
多田真佐子（兵 庫）
立石 孝治（青 森）
田中 敏子（香 川）
田中 正紀（兵 庫）
谷浦 昭子（愛 知）
谷口きぬい（高 知）
田部井静代（栃 木）
田部井たか子（群 馬）
田村 寿子（和歌山）
俵谷 正夫（東 京）
知念 苗子（沖 縄）
千野 節子（神奈川）
千葉 英子（宮 城）
津久井伸枝（埼 玉）
辻
友子（岐 阜）
坪井 尚子（岐 阜）
寺田麻都実（福 井）
照屋ケイ子（沖 縄）
土井早百合（兵 庫）
常盤 公代（山 梨）
渡名喜まさ子（兵 庫）
永井美彌子（大 阪）
中桐 照子（兵 庫）
中司
恵（北海道）
永利
満（福 岡）
長友 康代（宮 崎）
中原メイ子（熊 本）
中村 正三（千 葉）
中村日出美（新 潟）
中村みち子（神奈川）
中村美知子（京 都）
中村 祐子（新 潟）
中村 有見（静 岡）
夏井 幸子（山 形）
名手 裕美（和歌山）
南郷 米治（福 岡）
西井 利夫（東 京）
西内美代子（福 岡）
西尾 燿子（兵 庫）
西川路スズ子（京 都）
二宮 弘子（千 葉）
野坂恵津子（青 森）
野瀬千枝子（滋 賀）
野月 雅子（青 森）
長谷川光男（山 梨）
羽鳥美矢子（栃 木）
濵 恵美子（長 野）
早川 真金（山 梨）
林
隆子（大 阪）
張山
操（新 潟）
春木 弘毅（兵 庫）
半田 金雄（福 島）

樋口 俊夫（兵 庫）
百束セツ子（熊 本）
平田美都代（高 知）
平野 帛子（栃 木）
深澤 芳子（福 島）
福田 保雄（神奈川）
藤井 和代（香 川）
藤岡 蔓子（愛 知）
藤永あさ子（福 井）
藤本 政俉（熊 本）
藤原
實（大 分）
毒島ケイ子（神奈川）
古川
溱（大 分）
星野 宏幸（宮 城）
細川 桂子（大 阪）
細矢 文子（群 馬）
堀内三枝子（新 潟）
堀澤 佑子（新 潟）
増山千代子（栃 木）
間瀬 英昭（香 川）
松井 瑛明（岐 阜）
松浦イツ子（東 京）
松影貴美子（静 岡）
松永 澄子（福 岡）
松橋 セツ（岩 手）
松屋のり子（新 潟）
丸岡美江子（福 井）
三浦 郁子（兵 庫）
御厨 英代（神奈川）
水草加代子（愛 知）
三角 千里（宮 崎）
南
敏子（福 岡）
宮城 末子（沖 縄）
宮城 紀子（沖 縄）
宮地 麗子（福 岡）
宮本 宣典（岩 手）
村木百合子（東 京）
村山八惠子（愛 知）
免出 夕実（広 島）
望月 康男（静 岡）
森澤フミエ（栃 木）
八木 多美（京 都）
安田スミヱ（岐 阜）
山内 金男（東 京）
山田 泰子（岩 手）
山本 幸子（千 葉）
祐岡恵津子（岐 阜）
由本
直（鳥 取）
横井 信子（石 川）
横地 林子（広 島）
横塚 好子（埼 玉）
横村 綾子（新 潟）
吉澤 裕子（福 島）
吉田いつ子（栃 木）
吉田よし子（神奈川）

米山はる江（茨
若月
誠（広
脇本 和子（兵
渡邊 純子（長
渡部 節子（山
渡邊 豊美（山
渡辺美知代（福
渡邉美代子（山

城）
島）
庫）
野）
形）
梨）
岡）
形）

公認拳術１級審判員
天野 隆司（東 京）
飯澤 敏枝（宮 城）
石山 雅志（北海道）
泉
清章（香 川）
井上
透（福 岡）
今関 英夫（岩 手）
岩本 宇嗣（福 岡）
海井 廣義（神奈川）
王
輝（広 島）
大島 秀文（愛 知）
大津 千花（大 阪）
大庭 恵子（福 岡）
緒方由美子（福 岡）
貝森 慶一（青 森）
神庭 裕里（東 京）
唐沢 和美（愛 知）
川窪 裕子（静 岡）
小池 義則（埼 玉）
小池 利江（埼 玉）
後藤 靖之（愛 知）
阪 みさき（大 阪）
佐久間久美（東 京）
佐久間亮司（東 京）
島田明日美（北海道）
清水千恵子（埼 玉）
庄司 亜由（大 阪）
高木 喜子（三 重）
谷川
大（東 京）
谷口 裕子（北海道）
丹井
均（大 阪）
筑井 秀夫（群 馬）
千鳥 安雄（大 分）
鶴田 隆史（熊 本）
中野 礼央（静 岡）
中村 和子（愛 知）
水澤 祝彦（群 馬）
矢島 宏子（埼 玉）
横溝 佳史（福 岡）
公認拳術２級審判員
青木 京子（滋 賀）
赤塚 朋子（北海道）
荒谷真粧美（千 葉）
池田 哲人（青 森）
石川 まな（神奈川）

石田ゆかり（東 京）
石山 裕行（北海道）
祝原 正典（福 岡）
大津こころ（大 阪）
大沼 陽子（宮 城）
岡田 充弘（福 井）
岡本 洋二（徳 島）
小川 智弘（兵 庫）
奥村誠之郎（三 重）
小野原秀樹（三 重）
金子 俊文（栃 木）
蒲生 健一（福 岡）
家門 由美（大 阪）
河野 久規（福 岡）

久留嶋幹夫（広 島）
髙
邦英（大 阪）
齋藤 信芳（栃 木）
酒井 大輔（神奈川）
佐藤 幸子（神奈川）
島田佳代子（大 阪）
関屋 賢大（大 阪）
田上 尚子（埼 玉）
竹之内朋子（福 岡）
田辺 義之（埼 玉）
瑤寺理恵子（埼 玉）
丹井
宏（大 阪）
張
軼蓉（兵 庫）
陳
静（大 阪）

津田 孝司（兵 庫）
津田 瑞惠（兵 庫）
土屋 雅秀（長 野）
東内
悠（兵 庫）
東内 陽介（兵 庫）
中條 順子（北海道）
沼澤 祐子（福 島）
畠中 良枝（島 根）
原口 昭教（愛 知）
板東 義博（徳 島）
平沢 智美（北海道）
藤田 亮子（北海道）
前田慶一郎（鳥 取）
増田
敦（北海道）

松井
松本
宮本
持田
吉田

正直（兵 庫）
円（東 京）
一弘（北海道）
廣子（埼 玉）
忠生（兵 庫）

公認拳術３級審判員
安達
荒木
安藤
石山
岩藤
魚谷
蝦名

謙治（福 岡）
香（千 葉）
克弘（愛 知）
ゆい（北海道）
緑（京 都）
泰之（大 阪）
幸恵（北海道）

勝部 竜海（島 根）
北川ちぐさ（熊 本）
北澤 晃也（長 野）
木下 香奈（北海道）
佐々木 匡（岩 手）
曽根 啓彰（栃 木）
谷口光太郎（北海道）
中村 英督（岩 手）
西村 駿助（島 根）
野坂 啓介（大 分）
早岡 慎介（大 阪）

