
2018年度公認太極拳Ａ・Ｂ・Ｃ級指導員認定試験

合　格　者　名　簿

●北海道武術太極拳連盟
櫛田　隆久
●青森県武術太極拳連盟
伊藤千賀子 佐々木一人 
佐藤　憲子
●岩手県武術太極拳連盟
受川小百合 北村　宮子 
西堀　洋子 畠山　節子 
盛岡　秀代
●宮城県武術太極拳連盟

公認Ａ級指導員
宇野　一枝 大森　康市 
宍戸　恒明 為永　弘子 
野仲　民子 嶺岸　盛次 
村上かち子 山木　尚美 
山田　徳子
●秋田県武術太極拳連盟
伊多波玲子 小山　博美 
工藤千代子 小山　元子 
佐藤　圭子 長谷川容子 
保苅　美雪 松野　叡子 
宮腰里弥子 矢吹　治子
●山形県武術太極拳連盟
浅野目美惠子 菅野　瑞子 

須貝　隆子 張替ちよ子
●福島県武術太極拳連盟
加藤　好子 伏見みつい
●茨城県武術太極拳連盟
荒井　睦子 江本　富子 
修　　振杰 白鳥佐智子 
滝田　文子 野中　雪子 
藤枝　純子 水落　博子 
三善　友人 山田　悠子
●栃木県武術太極拳連盟
石崎　幸子 今泉　伸子 
大町　義春 椎名　和子 
鈴木　恵子 富永すみ子 



直井　孝江 橋本　正美 
羽角千恵子 半上野秀樹 
増山千代子 三田　和正 
水戸部睦美 村上　正子
●群馬県武術太極拳連盟
青木　菊治 大澤　郁子 
加藤美知子 久保　洋子 
小暮　　隆 丹波　厚子 
寺山　綾子 廣瀬　君江 
和田とみ子
●埼玉県武術太極拳連盟
有竹　利行 石丸　澄恵 
井上　稔雄 江畑　菊枝 
大根田知子 川田　幸子 
島口　一利 島崎　重夫 
白畑千鶴子 鈴木　澄江 
中川恵美子 中久喜　晋 
松井　満江 矢部　武志 
横塚　好子 若林千代子
●千葉県武術太極拳連盟
網中　　勲 伊藤知佐子 
大川　　進 川村由利子 
関本　宣子 髙山　悦子 
寺尾　加玲 永井智賀子 
夏井　愛子 藤野ひろみ 
三澤　征夫 山本　法子
●東京都武術太極拳連盟
浅田　啓介 薄井　和子 
大島　雅子 大野　愛子 
大野谷淳子 金久保和子 
古賀眞知子 斉藤　幸子 
篠原　菖子 釈囲　秀明 
髙戸　元子 高橋　達紀 
髙橋　晴男 髙橋眞由美 
髙橋　芳子 武田　芳子 
千葉　和子 中野　勝夫 
馬場　弘子 廣本　麻紀 
福本　裕子 毛利　玲子
●神奈川県武術太極拳連盟
阿部　律子 荒井　壽江 
小野　陽子 木戸　順子 
栗原　泰子 小島　信博 
越水　　武 重村　静子 
新小田勝馬 杉山　　等 
髙木冨美子 高本　　聡 
多田　　傑 田中　惠子 
千野　節子 仁平　裕子 
肥田　育子 広瀬　純子 
細野満里子 森谷キミ子 
山田　信子 横濱　悦子
●山梨県武術太極拳連盟
髙野　秀美 濵田　國夫

●新潟県武術太極拳連盟
五十嵐章子 磴　　邦子 
植木　人美 大港　博子 
神主　隆子 河野　京子 
熊谷　玲子 牛膓　恵子 
小林　芳彦 駒形　和則 
笹川　朋子 佐藤ふみよ 
関根　直美 高田　敏明 
田下とう子 広川いく子 
廣木けい子 古井　照代 
山田　久子 吉田さち子
●長野県武術太極拳連盟
赤羽　達郎 荒井　　綏 
小出　義宗 塩川会津子 
中澤　真子 吉池　幸子 
吉江加代子
●富山県武術太極拳連盟
岡崎　和夫 倉嶋真理子 
黒澤　房子 寺井美智子 
布村　孝子 沙魚川恵子 
林　千鶴子 渡辺智恵子
●石川県武術太極拳連盟
江村真梨子 千田　美保
●福井県武術太極拳連盟
前田　睦子 松下婦美子 
村元　早苗
●静岡県武術太極拳連盟
宇佐美越子 大隅　公子 
大山　道吉 小長井重利 
鈴木みどり 中道　和宏 
山田三千代
●愛知県武術太極拳連盟
島林　恒子 中村　正利 
野々山ひとみ 野見山登貴子 
村上　直子 森　　祥子 
山崎　隆之 横井　建次
●三重県武術太極拳連盟
稲本　好子 上村　恵子 
梶浦　徳平 小林　信義 
高木　喜子 中川ひろみ 
中山　玲子 八田　俊子 
前澤　　泉
●岐阜県武術太極拳連盟
伊藤すみ枝 梶田女理子 
纐纈久美子 中島由圭子 
成田　直代
●滋賀県武術太極拳連盟
廣瀬　童心 水谷とし江 
三橋　芳江
●京都府武術太極拳連盟
後藤　敏文 新海ゆり香 
妹尾　正一 大明田鶴子 

張　　季芳 寺岡　順子 
寺岡　正人 西村　絹代 
日岡　立雄 三木　節子 
若木　弘子 若狭　美奈
●大阪府武術太極拳連盟
東　　貞美 池本　友子 
礒本　　惠 井上　俊子 
今井　玲子 岩本　浩嗣 
丘本　幸惠 岡本外代子 
小関富美子 岸本　康宏 
北浦　美江 木下　えみ 
窪田　晴美 香山よしの 
下中千恵子 白石　滿子 
高木　悦子 高野　晴男 
髙原　栄子 田中　敬子 
田中　嘉明 中田　悦子 
西山　圭子 西山　為祥 
服部千加子 舟木　好美 
古谷　展子 山田　久子 
吉田　　弘 吉村由美子
●兵庫県武術太極拳連盟
植田加代子 加藤　清美 
小西ユキ子 佐藤　孝樹 
妹尾　典子 竹谷　真弓 
田原　文子 千葉由美子 
寺田　幸子 渡名喜まさ子 
西田　義隆 藤原　恂子 
松岡真智子 峯　　祥子 
村田　峰子 山平　節子 
和田　育子
●奈良県武術太極拳連盟
岩城　真弓 上田　吉世 
岡本　智子 橋田　敏子 
藤川　玲子 宮野　真澄
●和歌山県武術太極拳連盟
久保　三枝 田上貴代子 
中尾　昌子
●岡山県武術太極拳連盟
中原　佳子 花房　良子 
三宅　郁子
●山口県武術太極拳連盟
井上　久子 藤井多美子
●香川県武術太極拳連盟
荻田　悦子 熊本　和代 
鈴木　孫衛 森　真喜雄
●福岡県武術太極拳連盟
青栁　和美 有田須賀子 
小山イソミ 髙瀬　明世 
中尾久美子 福井　　晃 
宮竹潤一郎
●佐賀県武術太極拳連盟
陣内　美紀 諸井ノリ子 



山下千代子
●大分県武術太極拳連盟
足立　典子 伊東　伸子 
宇都宮惠子 衞藤　早苗 
永松　正彦
●宮崎県武術太極拳連盟
永友　和子 松浦　裕子 
山本　　勳
●鹿児島県武術太極拳連盟
織田　美穂 上　ルミ子 
川原　　泉 平野　久江
●沖縄県武術太極拳連盟
兼城喜美子

●北海道武術太極拳連盟
宮前ちひろ 若園　昌子
●青森県武術太極拳連盟
小原　　実 須藤八妃御 
藤原多津子 柳谷栄久子 
山本　茂代
●岩手県武術太極拳連盟
小田島節夫 金　　英子 
菅原　満江 瀧澤　德子 
橋本　志保 藤村　順子 
村上美智子
●宮城県武術太極拳連盟
嶺岸　典子
●秋田県武術太極拳連盟
小原　勝明 佐々木保代子 
菅生　勝子 中嶋　芳子 
柳橋　和哉 山田　重悦
●福島県武術太極拳連盟
大原　悦子 伏見　美保 
山田　赦子 蓬田　隆志
●茨城県武術太極拳連盟
蛯原　怜意 遠藤　恵子 
上倉　修一 塚本　光子 
藤代　孝子 山口　芳子
●栃木県武術太極拳連盟
青木　悦子 螺良　順子
●群馬県武術太極拳連盟
青柳　昌代 飯塚　秀子 
江原　紀子 大﨑　正枝 
小栗知江子 櫻田　典子 
島田　久江 深澤　康枝 
堀口　幸子 松葉きい子
●埼玉県武術太極拳連盟
新井てる子 石山　嘉仁 
大庭　敏雄 川田美砂子 
河田美智子 桜井　紀子 

渋沢　設子 澁澤美津子 
遠井　国子 長谷川裕子 
原　　孝子 三浦　久子 
山田　幸恵 若月八代江
●千葉県武術太極拳連盟
赤羽　和子 黒澤ひろみ 
杉山賀津子 戴　　胤伊 
田中　和美 中野久美子 
西坂　友一 布施田智子 
堀井理恵子 谷部　　勉
●東京都武術太極拳連盟
新井美知子 伊藤奈保美 
伊藤　幹枝 井上加代子 
梅本　和子 尾嶋八千代 
北河　悦子 木山　啓子 
小出　　薫 島田　愛子 
鈴木　勵子 園田千恵子 
田中　晴美 田中　　誠 
出川　義枝 中島　和子 
南部　春美 ブリール リタ 
宮川ゆう子 茂呂多美子
●神奈川県武術太極拳連盟
宇都宮徳久 大坪　恵子 
角谷　理子 下野　哲裕 
鈴木　敦子 鈴木　祥子 
谷内　公美 中山　　博 
北條　京子 深山　和男 
村山　由美 羅　　劉清
●山梨県武術太極拳連盟
吉津南海子
●新潟県武術太極拳連盟
大湊ユリ子 勝又　　毅 
勝又美恵子 米谷　　勝 
近藤　玲子 齋藤ゆかり 
富樫　貞子 中村　恵子 
森山　　渉 渡邊千鶴子 
渡邉　洋子
●長野県武術太極拳連盟
熊谷　桂子 小林　園子 
小林　由紀 佐々木美千代 
徳嵩　美穂 根津　由美 
森済冨美代 山﨑ちよ子
●富山県武術太極拳連盟
大瀧　祥子 岡崎安津子 
宝島　幸子 富田ヨシ子 
長棟美知子 畑田　義久
●石川県武術太極拳連盟
河井ちづ子
●福井県武術太極拳連盟
浅野　靖子 稲　　総一 
浦島千香恵 木村ふさ子 
児泉　悦子 小林　敏枝 

清水　洋子 白﨑　紀子 
友田　順子 南部　眞澄 
長谷川　彰 福岡紀代美 
古木　　仁 山口美千子
●静岡県武術太極拳連盟
池谷　郁江 北村　秋子 
近藤　　操 佐藤しずえ 
杉山　玲子 戸塚　博司 
野秋みどり 深谷　幸子 
八木　順子
●愛知県武術太極拳連盟
秋田久美子 網谷　幸枝 
上田　三枝 小柳久美子 
小柳　義久 鈴木　三代 
髙山千代子 根木　香織 
野村　弘美 長谷川　章
●三重県武術太極拳連盟
鈴木　園美 髙木　圭子 
冨田　正宏 吉直多美子
●岐阜県武術太極拳連盟
北村　豊子 桐山　恵子 
林　　敦子
●滋賀県武術太極拳連盟
吉田　裕子
●京都府武術太極拳連盟
浅田　慶子 浅田美佐子 
大村　明子 重森　久江 
下坂　澄子
●大阪府武術太極拳連盟
浅尾　秀教 石田　精一 
伊庭美知代 上野真理子 
岡田讃次良 小野　惠子 
垣内　敏子 北川　幸雄 
熊屋　英子 倉田　妙子 
桑田　恭子 幸谷美代子 
斎藤　公雄 坂田三八子 
須貝　富美 助川　智美 
関　　琴美 辰野　　幸 
田中　高子 田中　洋子 
谷野賀津子 中川　悦代 
中西伊都子 西田サヨミ 
野澤　正俊 濱上　　勲 
藤田　伸枝 丸尾　豊子 
山岡　照美 山下　明美 
山本　得夫
●兵庫県武術太極拳連盟
今井　真理 岩田あい子 
上田　悦造 大西　龍二 
角尾喜久枝 影山　聡子 
河合　明代 岸本　景子 
栗田美智子 篠原　順子 
辻本久里子 冨田　直美 
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冨田八重子 中井　眞人 
新名　二郎 濱田　平子 
半田　秀子 平田　律子 
前田　知柄 南　　和子
●奈良県武術太極拳連盟
岩上　尚代 笠置絵里子 
杉原　厚子 長島　和美 
中西勢津子 山本由喜子 
吉川　圭子
●和歌山県武術太極拳連盟
貴田　久子 平林　実香
●岡山県武術太極拳連盟
安達　正代 小山　朋子 
月見　　睦 徳田　忠子 
平山　孝子
●山口県武術太極拳連盟
岩下　一夫 岩本　祐子 
山本　衆恵
●徳島県武術太極拳連盟
柴田　洋文 谷　めぐみ
●高知県武術太極拳連盟
合田祭典子 竹村貴志子 
中熊いづみ
●福岡県武術太極拳連盟
石原佳代子 伊東せい子 
伊藤　倫子 児玉みどり 
近藤　清美 篠原　和子 
中島　昌子 野内　和子 
橋本　昌子 藤崎　博美 
堀尾　敏明 前田　滋代 
宮田恵美子
●長崎県武術太極拳連盟
髙橋美恵子 野村　秋子
●熊本県武術太極拳連盟
本田　直子
●大分県武術太極拳連盟
神田　金吾 藤崎志津子
●宮崎県武術太極拳連盟
壱岐　和代 今和泉幸子 
佐藤　洋子 田﨑　栄子 
中田　和子 浪波　和子 
兵頭　三郎 山本ケイ子
●鹿児島県武術太極拳連盟
上原くるみ 久徳なおみ 
新　さつき 田尻　順子 
廣橋　義子

●北海道武術太極拳連盟
小畠　美佳 佐々木裕子 
庄司　　功 森本　妙子

●青森県武術太極拳連盟
石橋　忠幸 石橋　美代 
黒田　　薫 平野　末美
●岩手県武術太極拳連盟
大西　タイ
●宮城県武術太極拳連盟
我妻　　勇 飯澤　　理 
伊藤まゆみ 浦上　則子 
大熊　孝子 柿沼　頼信 
小出　礼子 小宮裕見子 
佐々木眞弓 須藤　汀子 
高橋真由美 千葉　悦子 
二唐　時雄 藤田　智子 
谷津　裕子 横田　淳子
●秋田県武術太極拳連盟
柏原美代子 菊池早智子 
小松ちゑ子 佐々木　正 
佐藤　利秀 佐藤　信雄 
佐藤　礼子 東海林久美子 
菅野　健悦 船木　律子 
三浦　律子
●山形県武術太極拳連盟
岩松　宏明 菅　　貞弘 
菅　美喜子 小池千香子 
武田佳代子 宮川　佳子 
横尾　　強
●福島県武術太極拳連盟
石原　敏一 伊藤万利子 
大竹　孝子 今野　和子 
鈴木　玲子 中村ヨシ子 
早野三重子
●茨城県武術太極拳連盟
今村　　登 白土　由子 
染谷　澄江 高橋　幾代 
髙橋　孝子 樋本　千鶴
●栃木県武術太極拳連盟
岩瀬　憲一 柏瀬　守男 
君島　和子 髙橋　直美 
知久　清美 塚形　京子 
棟形さつき 森　えり子
●群馬県武術太極拳連盟
新井　恒子 石田　弘子 
梅原　明子 大塚　隆子 
大山　淳子 織茂加代子 
笠原　久夫 金子　正幸 
喜楽　里美 小泉みゆき 
小出友里江 佐藤　由紀 
品川　孝子 清水由香利 
髙橋　雅子 富樫紀代子 
中嶋　　朗 藤井　依美 
細矢三代子 堀口　和義
●埼玉県武術太極拳連盟

礒端　政夫 右近　利江 
遠藤　妙子 加賀　惠子 
勝畑美佐子 金井　惠子 
椛村　龍光 神田美佐子 
木下　　侃 工藤　惠子 
窪田　祥子 窪山　順子 
向後由紀子 後藤ひろみ 
鈴木　紀子 戸谷　保子 
西尾　安治 服部　淑子 
東　　精一 藤城　哲哉 
宮北嘉代子 森川　和代 
安田　洋子 吉井　將充 
吉原　広子
●千葉県武術太極拳連盟
飯島　一彦 三枝啓一郎 
添野美代子 東條　りん 
戸塚利津子 萩谷はるみ 
原　　良子 藤井　礼子 
水野　和子
●東京都武術太極拳連盟
浅野　博子 井口　和子 
岩下　洋子 榎本　優子 
大島真理子 岡﨑美津子 
掛札裕見子 倉並百合子 
桒原　　隆 小尻　夏子 
斉藤　房子 佐藤アイ子 
柴田柚実子 嶋村　　勲 
城　　良子 陣内　淑惠 
菅原　正則 鈴木紀美江 
隅田　康子 手塚　俊郎 
布山乃理子 野口　光秋 
花田　知恵 林　久仁子 
春田　　宏 平野　靖子 
福田かおる 舟橋　智子 
松井　啓子 三本　尚代 
宗像美惠子 森　　眞一 
山田　康子 吉川　博明 
龍﨑富美江
●神奈川県武術太極拳連盟
五十川德満 伊藤　昌幸 
井上　忠夫 小川惠美子 
小野寺修二 金丸喜代美 
上川畑和美 佐藤　和恵 
サファリアン エラヘ 志村　典子 
鈴木　雅子 関水　寛巳 
長田　光代 中村　和紀 
長谷川富江 松永　信子 
松原由美子 村田　和江 
山﨑　和美
●山梨県武術太極拳連盟
石川　静美 伊藤みちよ 
小澤ちづる 広野　貞美
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●新潟県武術太極拳連盟
鈴木　昭次 竹内　悦子 
内藤　照美 浜　　公雄 
松原みどり 矢部　孝志 
山田理英子
●長野県武術太極拳連盟
市川　初美 小野　礼子 
坂田　洋子 笹井ふき子 
篠根　順子 永井久美子 
仲田小太郎 町田　友子 
本川　佳幸
●富山県武術太極拳連盟
神田　優子 小嶋　春美 
白川美枝子 杉田　敬子 
塚田　美雪 中西　周子 
長谷　秀子 藤島千惠子 
牧田　惠子
●石川県武術太極拳連盟
木村　一嗣 鶴山　潔子
●福井県武術太極拳連盟
浦井　綱子 浦　　孝義 
川田　和也 酒井　絵美 
田端　礼子 鳥山　聡美 
永井　泰子 永見　尚美 
野村　孝子 松井祐見子 
松田　良一
●静岡県武術太極拳連盟
池端　光春 佐々きよみ 
白川美千代 田中　やゑ 
那知八千代 平野　淑子 
松井富貴子 三田久美子 
村上　和子 山本　ゆか
●愛知県武術太極拳連盟
小野みどり 齋藤せつ子 
佐藤　友子 鹿内由美子 
吉村　直美
●三重県武術太極拳連盟
石井由利子 泉　　恵子 
大久保よしみ 大治　友子 
木下　順子 杉本　勝美 
土井　直子 西野　敏男 
西村　　明 西村　悦子 
萩原　清和 前田三枝子 
柚木　進子
●岐阜県武術太極拳連盟
井深　豊子 江﨑　智女 
国田　和俊 塩山　順子 
吉子　順子 若原　千春 
和仁　省三
●滋賀県武術太極拳連盟
利光　五月
●京都府武術太極拳連盟

鍵谷悠紀子 北田　周子 
中川　長重 中村　佳代 
森岡　京愛 山本　多可
●大阪府武術太極拳連盟
青木　征子 池田　教子 
石谷　　均 伊東　正己 
上田　幸三 上野　典子 
宇津木　誠 大村伊久雄 
岡村　義一 岡本　公子 
奥野　一芳 加藤　妙子 
木股　勝二 木本　美雪 
清成　真美 金　　次政 
具志堅良子 小西　和子 
酒匂恵美子 佐藤　陽子 
鈴木　隆子 辰巳　隆俊 
田中加代子 辻　　寛子 
堤　　悦子 鄭　　惠芳 
中島　義広 西塚　恭子 
西本　直美 畑　　律子 
濱崎貴美子 桝谷多恵子 
村上　　均 村田　　健 
安井　逸子 山中　宏允 
山中　良子 柚山　純子
●兵庫県武術太極拳連盟
新井　美子 井谷　千惠 
井上　美幸 植田　晋旦 
内田眞知子 大北　博昭 
大河内圭子 大野　啓子 
加藤　康子 川本　早苗 
橘田　榮子 衣笠　和枝 
久保　靜子 熊田　春美 
鞍馬　敦子 栗山磨由美 
後藤みや子 芝　　久美 
田窪　悦子 田下とよ子 
多田　令子 塚本ヤヨイ 
戸井千代子 藤司　博子 
塔筋錬太郎 永井　優子 
中林小智枝 仲　　雅子 
西村　正子 原田　　恵 
春木　和子 阪東　啓子 
藤淵友美子 掃本美千子 
松下　幹男 松田　豊信 
水野　洋子 森本　朱美 
米谷　英夫
●奈良県武術太極拳連盟
内田千代子 木村　恵子 
忽那　匡子 立　　雅子 
佃　あさ子 西川　雅与 
吉川　廣子
●和歌山県武術太極拳連盟
山本喜久子
●鳥取県武術太極拳連盟

川部　良美
●岡山県武術太極拳連盟
阿部　克代 石井　京子 
石浦　万千 押見　淳子 
田中　真弓 土居　直美 
福田　朋子 福元菜保子 
三宅　良枝 横田麻里子
●広島県武術太極拳連盟
佐伯　理緒 長澤　　明 
中村　耕一
●山口県武術太極拳連盟
豊川まゆみ 新原美奈子 
増矢奈穂実 横手多鶴子
●香川県武術太極拳連盟
中西　　志
●徳島県武術太極拳連盟
川上　景子 中村　郁代 
福田　梅子 山口　眞代
●愛媛県武術太極拳連盟
高野　禎子
●高知県武術太極拳連盟
岡原　　真 森田　郁子
●福岡県武術太極拳連盟
石橋喜美代 井上　純子 
入江　弥生 岩橋　　博 
大佐古伸次 小金丸和代 
下川　清子 進　　悦子 
新谷　洋子 塚本不二子 
畠中ひろみ 久野　雅章 
藤江　正洋 藤江　康子 
松尾　清二 森田　範子 
山田　寿子 山村　和子 
頼金みな子
●佐賀県武術太極拳連盟
酒井　真理 古川　淳子
●長崎県武術太極拳連盟
内野　則子 大川内慶子 
藤田　洽一
●熊本県武術太極拳連盟
河野　公子
●宮崎県武術太極拳連盟
前山　洋子
●鹿児島県武術太極拳連盟
石田美穂子 大下　博子 
柊元　里美 永田　　朋 
濵﨑　康史 本田久美子
●沖縄県武術太極拳連盟
上間　京美 住田　友文 
田盛　敦子




