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北海南部 海野 正法 東京第三 中山 洋子 神奈川 安田 布美子 静岡 鈴木 幸子

茨城 門井 寿通 東京第三 伊藤 滋基 神奈川 井上 寛治 静岡 岩﨑 俊行

茨城 栗原 邦男 東京第三 坂本 文子 神奈川 布井 みか 静岡 浅井 まゆみ

茨城 瀬端 裕子 東京第三 山﨑 喜男 神奈川 飯塚 洋子 静岡 大村 律子

栃木 羽田 聖子 東京第三 中井 仁彦 神奈川 藤森 有美子 静岡 松本 博幸

栃木 隅内 俊光 東京第三 河上 雄二 神奈川 服部 昭雄 静岡 丸山 博三

群馬 天野 彰 東京第三 奥島 さち子 神奈川 伊藤 暢英 静岡 松村 知子

群馬 亀井 美江子 東京第三 八木 亮 神奈川 石川 喜代子 静岡 古木 正和

埼玉 斎藤 妙子 東京第三 宇田川 照子 神奈川 平野 幸子 静岡 浅井 義人

埼玉 神田 泰明 東京第三 千田 和夫 神奈川 金森 眞智子 静岡 髙杉 倉三

埼玉 稲垣 賢治 東京第三 古橋 博 神奈川 日比野 利昭 静岡 赤堀 敏郎

埼玉 江花 圭子 東京第三 神田 恵美子 神奈川 佐藤 禎子 静岡 深澤 悟

埼玉 聖前 多美子 東京第三 佐々木 順子 神奈川 庭野 久美子 静岡 大石 文子

埼玉 日下 洋子 東京第三 西川 克己 神奈川 代田 喜久江 静岡 増田 文子

埼玉 新井 智子 東京第三 稲田 暢文 山梨 石井 登幸 静岡 佐々木 悦子

埼玉 星野 琴枝 東京第三 井上 和典 山梨 梶原 久美子 静岡 川口 多喜江

埼玉 樋渡 倫子 東京第三 松尾 芳子 長野 矢部 誠一 静岡 石原 香代子

埼玉 大竹 啓介 東京第三 長瀬 万里 長野 岡村 操 愛知 永田 秀樹

千葉 越川 千恵子 神奈川 岡林 正夫 長野 木村 由紀子 愛知 加藤 梨園

千葉 長谷部 篤史 神奈川 小池 幸子 福井 吉田 ふみよ 愛知 後藤 優介

千葉 森岡 伸光 神奈川 武 博一 静岡 塚本 修 愛知 佐々木 恭子

千葉 金子 敦子 神奈川 石田 咲江 静岡 宮原 由佳 愛知 稲垣 奈里香

千葉 伊藤 伸江 神奈川 米田 貴美子 静岡 西尾 ふみ子 愛知 小田 明子

千葉 鍵和田 義廣 神奈川 小林 正裕 静岡 大村 浩二郎 愛知 弘岡 義男

千葉 森岡 智子 神奈川 杉本 夏子 静岡 瀧沢 雅仁 愛知 鈴木 規央

千葉 藪内 小夜子 神奈川 服部 弥生 静岡 石原 弘之 愛知 米今 朱美

千葉 柳川 理英子 神奈川 護得久 英子 静岡 伊藤 健 愛知 西尾 典子

千葉 望月 正二郎 神奈川 野口 佳江 静岡 村上 浩義 愛知 石丸 瑠美

千葉 鈴木 三雄 神奈川 稲場 昭子 静岡 横野 岳友 愛知 松井 忠志

千葉 笹本 和俊 神奈川 奥野 和雄 静岡 村松 ふみ江 愛知 冨田 一美

東京第一 藤橋 正美 神奈川 安部 秀 静岡 加藤 至都子 愛知 谷口 洋子

東京第一 落合 加代子 神奈川 土岐 征彦 静岡 鳥澤 成子 愛知 町田 由美子

東京第一 能城 博 神奈川 北島 清作 静岡 桑原 信吾 愛知 赤塚 正子

東京第一 金井 裕一 神奈川 小池 英夫 静岡 金指 晶子 愛知 磯村 泰郎

東京第一 田村 充 神奈川 鈴木 紀元 静岡 池谷 武晴 愛知 鈴木 伸一

東京第一 土屋 勝彦 神奈川 加藤 嘉孝 静岡 林 厚成 愛知 深津 善子

東京第二 岡田 茂 神奈川 伊東 昭次 静岡 明是 香苗 愛知 日比野 一夫

東京第二 木村 義男 神奈川 片岡 泰輔 静岡 瀧本 寿恵子 愛知 日野 寛

東京第二 白戸 文明 神奈川 中村 秀子 静岡 中西 寛子 愛知 大野 誠義

東京第二 福田 瑞枝 神奈川 水戸井 郁子 静岡 髙橋 賢司 愛知 丸屋 由利子

東京第二 木村 祐美子 神奈川 伊熊 邦宏 静岡 藤田 陽一 愛知 今井 久夫

東京第二 蕪木 佳代子 神奈川 内田 悦子 静岡 大庭 真紀 愛知 井上 順子

東京第二 小泉 郁子 神奈川 新村 弓子 静岡 石川 正行 愛知 早川 芳子

東京第二 石井 友子 神奈川 田所 伸子 静岡 江塚 充 愛知 夏目 真岐

東京第三 米花 一好 神奈川 鎌田 恵美子 静岡 長谷川 靖高 愛知 江尻 孝義
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愛知 小出 和歌子 滋賀 原田 幸二

愛知 赤尾 瞭斗 滋賀 赤見 嘉彦

愛知 西村 文絵 滋賀 小亀 文枝

愛知 藤戸 美雪 滋賀 小寺 知子

愛知 大竹 晃司 滋賀 今井 一喜

愛知 川上 哲也 滋賀 細野 朱里

愛知 鈴木 一正 滋賀 德田 俊男

愛知 安藤 岬 京都 野崎 律子

愛知 鈴木 惠 京都 池野 正明

愛知 小林 康弘 京都 牧 廣

愛知 田宮 久 京都 植村 博行

愛知 水野 愛明 大阪 新谷 幸子

愛知 岡崎 春光 大阪 小畑 由美

愛知 髙田 尚子 大阪 池畑 良作

愛知 岩田 めぐみ 兵庫 藤井 景子

愛知 東原 和枝 奈良 加藤 敬子

愛知 谷田 直樹 広島 奥中 美幸

愛知 羽瀬 清嗣 香川 近藤 千代

愛知 山口 哲郎 熊本 島田 龍央

愛知 神谷 明美

愛知 片山 浩一

愛知 藤本 きみよ

愛知 原田 恵奈美

愛知 杉浦 吉男

愛知 松井 勝安

愛知 竹内 嘉兵

愛知 山内 正明

愛知 梅村 聡

岐阜 田中 幸子

岐阜 窪田 知美

岐阜 篠原 亮

岐阜 石原 信昭

岐阜 谷口 匠

岐阜 安西 進

岐阜 上田 千奈美

岐阜 村瀬 麻紀

岐阜 野村 穣

岐阜 熊田 久

三重 山本 健一

三重 阪嵜 孝浩

三重 出口 茂美

三重 塚田 雅之

三重 尾辺 俊之

三重 森田 典男

三重 玉置 圭子

平成３０年度【東海地区】錬士臨時中央審査会　１１月１７日（土）　受審者一覧　２／２

氏名 氏名



所属地連 所属地連 所属地連 所属地連

北海北部 江尻 憲治 神奈川 小林 佳与子 静岡 影山 茂美 愛知 安藤 純一

茨城 古山 道子 神奈川 新川 久美子 静岡 市田 哉代 愛知 安藤 雅子

茨城 河野 康子 神奈川 山田 信夫 静岡 鈴木 和寿 愛知 清水 美代子

茨城 野田 君江 神奈川 安田 年廣 静岡 渡辺 富枝 愛知 牛山 由美子

茨城 松村 匡登 神奈川 中戸川 啓二 静岡 笹川 裕之 愛知 迫田 東二

栃木 宮本 康平 神奈川 前村 恵子 静岡 有馬 松司 愛知 姫野 裕子

群馬 久保 悦朗 神奈川 平田 敏枝 静岡 江間 紀子 愛知 久米 正明

埼玉 金庭 祐子 神奈川 芹澤 薫 静岡 嶺岸 澄子 愛知 早川 真也

埼玉 林 健太郎 神奈川 江副 元気 静岡 柚木 康宏 愛知 立石 夏紀

埼玉 髙島 弓恵 神奈川 中村 健治郎 静岡 丸山 圭介 愛知 樋口 健人

埼玉 青木 麻里奈 神奈川 佐藤 正弘 静岡 山本 良子 愛知 芝田 もとこ

埼玉 大野 宏之 神奈川 平山 典夫 静岡 平田 富子 愛知 關 敏訓

埼玉 小山 徹 神奈川 桑波田 真由美 静岡 髙橋 恒代 愛知 駒井 徳之

埼玉 並木 幸子 神奈川 諏合 千恵子 静岡 高山 聖子 愛知 久米 友季子

埼玉 林 直子 神奈川 杉野 千代 静岡 酒井 世子 愛知 石川 たき子

埼玉 清水 浩 神奈川 鈴木 純市 静岡 山本 ふさ江 岐阜 伊東 直紀

埼玉 本橋 房子 神奈川 山田 敏之 静岡 江間 一昭 岐阜 高橋 孝司

千葉 北村 圭 神奈川 小峯 栄一 静岡 八木 優 岐阜 林 かおり

千葉 井出 浩太郎 神奈川 瀬戸 美子 静岡 浦野 寛史 三重 関 艶子

千葉 竜嶽 譲児 神奈川 三島 英一 静岡 倉持 由美 三重 稲垣 美奈子

千葉 金田 久隆 神奈川 森田 早苗 静岡 倉持 喜美 三重 井山 智草

東京第一 柳町 佳代 神奈川 桐山 直文 静岡 大村 三恵子 京都 吉井 一人

東京第一 稲葉 明伸 神奈川 吉澤 美恵子 静岡 平野 充啓 京都 花房 千織

東京第一 兵藤 久美子 神奈川 鈴木 泰雄 静岡 芹沢 義一 大阪 簗瀬 正伸

東京第一 吉田 順子 山梨 鮫島 誠一 静岡 梅原 賢二 大阪 木村 聡

東京第一 谷澤 洋 山梨 渡辺 純子 静岡 小沼 繁治 大阪 南部 文子

東京第二 杉田 和直 山梨 大和田 輝哉 愛知 向山 和宏 大阪 河邊 久美子

東京第二 秋葉 令子 山梨 山口 明男 愛知 肥田 由紀 大阪 中谷 晴彦

東京第二 渡辺 絹子 山梨 五味 光仁 愛知 𠮷田 英里 大阪 上中 秀幸

東京第三 渡辺 すみえ 長野 伊藤 淳 愛知 石畠 奈都美 大阪 紺谷 昌弘

東京第三 川路 弘 長野 原 周一郎 愛知 石畠 宏平 大阪 森 利恵

東京第三 新田 邦子 富山 室谷 泰海 愛知 相武 恵美 大阪 木元 正平

東京第三 吉江 徹 石川 太田 啓介 愛知 釋迦郡 智子 兵庫 松崎 祐司

東京第三 大木 信男 福井 増田 弘幸 愛知 村瀬 由美 兵庫 福島 奈津子

東京第三 足立 成子 福井 中出 由佳利 愛知 若林 雪絵 香川 木田 隆雄

東京第三 坂野 弘和 福井 佐々木 正人 愛知 渡邉 智恵子 台湾 談 献華

東京第三 田川 博雅 静岡 佐藤 経子 愛知 大口 礼子

東京第三 中田 美弥 静岡 仲田 静夫 愛知 松尾 由美

東京第三 大井 朋子 静岡 杉浦 尚子 愛知 伊藤 すみ江

東京第三 福島 幹子 静岡 佐野 純子 愛知 石原 彰人

東京第三 鎌谷 晴美 静岡 風間 淳 愛知 山田 英治

東京第三 勝股 孝子 静岡 竹雅 健介 愛知 丹羽 良多

神奈川 本荘 静 静岡 増井 静子 愛知 岩佐 徹

神奈川 丹田 幸孝 静岡 片山 史暁 愛知 吉田 康将

神奈川 佐々木 晴子 静岡 片山 美江 愛知 小原 伸二
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