
初は初入選

北海道　  １名
初 嶋　谷　忠　弘 函館市

青森県　  ４名
初 金　枝　篤　子 青森市

木　村　整　子 青森市
福　井　雅　子 青森市
保　村　寛　三 西津軽郡

宮城県　  ２名
伊　藤　田鶴子 仙台市

初 渋　谷　いく子 仙台市

茨城県　  ４名
小　石　誠　一 龍ヶ崎市
桜　井　孝　子 取手市

初 田面木　宣　夫 常陸太田市
松　本　文　雄 常陸太田市

栃 木 県 　７名
木　原　初　江 足利市
小　林　茂　子 足利市
齋　藤　　　均 足利市
佐　川　道　子 足利市
七　条　孝　子 那須塩原市

初 寺　内　知重子 足利市
浜　田　陽　一 足利市

群馬県　３１名
青　柳　　　進 前橋市

初 石　井　志　げ 前橋市
岩　崎　松　雄 前橋市

初 上　原　和　重 伊勢崎市
大　澤　統　子 前橋市
大　野　武　夫 太田市
岡　本　美智子 高崎市
鹿　沼　道　雄 伊勢崎市
狩　野　　　務 高崎市

初 狩　野　美重子 前橋市
久保田　和　子 前橋市
栗　田　　　昇 伊勢崎市
桑　原　栄　子 北群馬郡

初 小　林　美智子 伊勢崎市
小　峰　美恵子 高崎市
齋　藤　みち江 前橋市

初 佐　藤　淑　子 前橋市
初 佐　藤　恭　子 前橋市

品　田　稔　昭 伊勢崎市
柴　崎　喜　朗 北群馬郡
菅　居　　　衛 伊勢崎市
高　橋　善次郎 前橋市
角　田　邦　子 前橋市
中　野　悦　子 高崎市
奈　良　輝　男 前橋市
根　岸　郁　子 前橋市

初 山　口　幸　枝 甘楽郡
横　堀　亜夜子 渋川市
吉　田　光　男 前橋市

初 鷲　塚　　　進 前橋市
渡　辺　みつえ 高崎市

埼玉県　２５名
東　　　耕　作 春日部市
東　　　英　司 春日部市
石　井　友　子 草加市



今　泉　　　隆 ふじみ野市
尾　島　正　市 久喜市
川　中　洋　一 東松山市
小　林　邦　世 さいたま市
小　宮　藏　人 北本市
佐々木　　　淳 さいたま市
須　田　徳　男 児玉郡
髙　木　幸　子 川越市
高　橋　恵美子 さいたま市
滝　本　高　明 川口市

初 谷　島　利　子 久喜市
田　畑　明日香 児玉郡
戸　張　信　彦 越谷市
中　村　清　子 南埼玉郡
西　江　広　之 さいたま市
沼　尻　千恵子 深谷市
福　増　安都子 蕨市

初 堀　口　　　昭 秩父郡
三　浦　三喜男 さいたま市
武　藤　河津江 川口市

初 森　田　紗登子 越谷市
山　下　二　三 越谷市

千葉県　３３名
有　村　哲　也 四街道市
石　橋　佐一郎 習志野市
内　山　富佐子 柏市
宇津木　慎　吾 松戸市
大　橋　　　遊 千葉市

初 加賀野井弘  子 野田市
香　川　佳　子 野田市
加　藤　正　弘 成田市
河　合　貞　枝 印旛郡
川　本　武　志 成田市
喜舎場　紀代子 習志野市
栗　原　廣　徳 富里市
越　川　　　忍 香取市
佐々木　富喜子 船橋市
佐　藤　太　一 野田市
佐　藤　美津江 香取郡
白　石　勝　之 香取郡
白　鳥　秋　彦 松戸市
鈴　木　トキ子 山武郡
高　木　康　夫 柏市
滝　澤　正　喜 銚子市
武　田　慶　子 いすみ市
田　中　良　明 柏市
辻　谷　行　雄 銚子市
鳥　海　廣　記 四街道市
永　谷　三枝子 八千代市
平　野　克　巳 佐倉市
福　間　悦　子 八街市
藤　崎　さち子 佐倉市
不　破　徳　一 浦安市
松　元　允　子 柏市
村　上　京　子 柏市

初 山　上　　　忠 市川市

東 京 都  １５名
青　　　正　上 町田市
小　口　ふみよ 世田谷区

初 加　藤　宣　雄 板橋区
上　栁　隆　夫 世田谷区
武　重　累　子 足立区

初 玉　井　桃　子 文京区
初 長　谷　順　子 八王子市



初 早　川　次　彦 練馬区
普　川　郁　三 板橋区

初 福　満　喜　弘 文京区
初 古　澤　慶　作 板橋区

溝　井　博　彌 町田市
宮　崎　富美子 中央区
山　崎　和　夫 葛飾区

初 吉　井　和　子 板橋区

神奈川県 1６名
飯　野　守　夫 鎌倉市

初 井　上　　　肇 横浜市
岩　崎　行　雄 横須賀市
牛　島　悦　子 小田原市
臼　井　　　操 横須賀市
大　橋　道　子 鎌倉市
奥　平　敏　幸 大和市
小野寺　静　香 大和市
兼　尾　　　忠 横浜市
酒　井　隆　子 横須賀市

初 塩　原　晶　子 横浜市
田　中　啓　助 横浜市

初 中　塚　紀代子 横浜市
初 濵　﨑　俊　彬 横浜市

日野原　善　子 綾瀬市
南　澤　正　江 横須賀市

新潟県　　４名
阿　部　千登世 新潟市
斉　藤　妃早子 燕市
高　橋　トモ子 西蒲原郡
山　田　三枝子 燕市

富山県　　４名
田　村　紀　子 富山市
向　　　晴　代 氷見市

初 四　谷　正　次 富山市
和　田　清　正 南砺市

福井県　　１名
内　田　伝　統 坂井市

山梨県　　５名
初 長　坂　岩　雄 韮崎市

中　沢　紀美恵 甲斐市
古　屋　幸　子 韮崎市
矢　崎　京　子 甲斐市
山　田　教　明 甲府市

長野県　　６名
小　穴　弘　之 安曇野市

初 長　田　敬　之 塩尻市
等々力　克　彦 安曇野市
星　野　勝　代 安曇野市
宮　田　耕　治 北安曇郡
山　本　貞　夫 長野市

静岡県 　 ４名
初 小　薗　節　子 三島市
初 鈴　木　末　光 浜松市

田　中　研　一 浜松市
中　村　　　亙 浜松市

三重県  　３名
篠　崎　智　章 津市
島　　　惠　美 津市



森　田　千　代 多気郡

京都府　　２名
初 河　田　　　晋 福知山市

吉　岡　均　二 宮津市

大阪府 　 ９名
初 赤　木　三千代 豊中市

奥　村　　　勝 豊中市
初 澤　井　あさみ 守口市

白　石　千以子 守口市
坪　井　和　子 池田市
冨　岡　睦　子 八尾市

初 波　谷　征　子 枚方市
初 橋　詰　咲　子 豊中市

安　井　理　子 吹田市

兵庫県　  ４名
住　友　慶　助 神戸市

初 田　中　愛　子 川西市
戸　嶋　慶　子 神戸市
村　瀬　典　子 神戸市

鳥取県　  １名
永　見　久　子 境港市

島根県　  １名
清　原　茂　治 松江市

岡山県  　９名
池　田　弥　代 岡山市
上　谷　美　紀 岡山市
神　﨑　絵　吏 岡山市

初 北　　　豊　壽 真庭市
重　松　睦　子 津山市
難　波　裕　美 苫田郡
林　　　勇　介 岡山市
松　浦　　　藍 岡山市

初 毛　利　　　馨 倉敷市

山口県　　２名
初 高　雄　千　鶴 下関市

萩　原　久　生 下関市

香川県　１２名
初 秋　友　武　男 さぬき市
初 石　原　　　聡 高松市

大　澤　眞由美 小豆郡
大　野　美津子 高松市
佐　藤　幾二郎 高松市
神　内　隆　行 高松市
花　井　清　江 さぬき市
馬　場　昭　次 さぬき市
福　岡　　　調 坂出市
増　田　博　俊 丸亀市
松　島　節　子 高松市
山　崎　よし子 丸亀市

愛媛県　　５名
川　上　　　澄 松山市
菊　川　一　郎 今治市
武　方　礼　子 今治市
田　縁　健一郎 宇和島市
松　本　一　男 松山市

高知県　　１名



横　山　邦　子 高知市

福岡県　２５名
井　手　　　健 福岡市
井　上　和　利 八女郡

初 江　口　敏　香 八女郡
大　橋　涼　子 柳川市
川　上　富　代 福岡市
木　村　久　雄 北九州市
空　閑　義　道 久留米市
古　賀　義　幸 大川市
五　孝　知　博 筑紫野市
堺　　　正　人 福岡市
白　谷　　　宏 小郡市
武　石　弘　子 筑紫野市
田　中　末　男 太宰府市
田　村　正　一 福岡市
鶴　川　桂　子 太宰府市
永　井　智　子 みやま市
長　尾　知　実 遠賀郡

初 中　川　信　子 北九州市
初 永　吉　俊　美 大牟田市

野　中　鐵　也 八女市
濱　武　慶　典 八女市
原　　　　　徹 八女郡
福　山　正　孝 大牟田市
前　田　冨聡子 福岡市

初 吉　武　清　香 福岡市

佐 賀 県 　２名
柴　尾　千恵子 三養基郡
吉　田　真佐子 鳥栖市

長 崎 県 　４名
伊　藤　　　稔 佐世保市

初 小　谷　夫起子 大村市
初 丸　上　友　子 佐世保市

山　口　誠　子 佐世保市

熊 本 県 　２名
石　井　小夜子 熊本市
舌　間　年　子 宇土市

大分県  １５名
麻　生　謙　司 大分市
工　藤　靖　子 大分市
佐　藤　加津子 由布市

初 杉　田　　　聡 速見郡
瀧　田　　　東 大分市
武　田　泰　子 大分市
月　俣　伸　子 大分市
得　重　幸　弘 玖珠郡
十　時　勝　成 大分市
成　松　一　男 大分市
帆　足　麗　子 玖珠郡

初 本　田　幸　子 大分市
初 南　　　征一郎 別府市

薬師寺　　　隆 大分市
矢　野　悦　子 大分市

宮崎県  　８名
岡　﨑　洋　子 児湯郡
勝  久　由美子 宮崎市
小　松　キクエ 児湯郡
坂　田　昭　一 都城市
佐　野　フサ子 都城市



園　田　道　雄 北諸県郡
中　村　祥　子 都城市
山　下　節　子 都城市

鹿児島県  ５名
初 川　原　田鶴子 鹿児島市

蔵　元　智　子 鹿児島市
初 廣　濱　悦　子 姶良市
初 松　元　輝　男 鹿屋市

吉　原　政四郎 鹿児島市

沖縄県  １４名
上　原　好　子 那覇市
大　城　信　利 島尻郡
大　湾　朝　明 浦添市
嘉　数　秀太郎 島尻郡
金　城　ありさ 那覇市
古波蔵　保　一 那覇市
小波津　  　健 那覇市

初 島　袋　清　美 沖縄市
初 知　念　悦　子 中頭郡

友　利　　　直 中頭郡
長　嶺　末　子 沖縄市
保志門　幸　子 浦添市
松　田　杏　子 中頭郡

初 宮　城　昌　子 島尻郡

※　個人情報保護法により住所の記載は、
　　市までとさせていただきます。
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