
氏 名 支部 氏 名 支部 氏 名 支部

9 浅沼 直美 西部

1 田村 瑞桜 西部 1 金子 輝美 県央 10 濵田 明美 東部

2 佐久間 嘉子 東部 11 工藤 照子 県北

1 鹿野 優太 中部 3 鈴木 貴子 中部 12 松澤 美世子 西部

2 野口 博史 中部 4 吉田 秋雄 西部 13 大澤 賢一 県北

3 廣澤 沙梨 中部 5 大嶋 道雄 県北 14 青柳 典子 県北

4 沼田 真由子 中部 6 小林 健一郎 中部 15 亀井 建司 秩父

5 野澤 百合子 県央 7 西潟 行博 西部 16 作野 肇一 県央

6 山川 元 西部 8 降簱 美穂 県央 17 田辺 智子 県央

7 宝珠山 理子 県央 9 井上 直子 中部 18 清水 公子 西部

8 小濵 慶子 中部 10 竹島 優子 県央 19 佐藤 好惠 東部

9 西山 智子 県央 11 西澤 聡子 西部 20 日向 美智子 県南

10 佐藤 晃 県央 12 長尾 健 西部 21 合田 崇志 東部

11 福良 浩幸 県央 13 中島 正男 中部 22 中野 英道 西部

12 田沼 正 県北 14 清水 文子 県北 23 中野 茂美 県北

13 松波 和枝 中部 15 木下 由紀子 中部 24 山岸 理恵子 県南

14 中間 博幸 中部 16 飯田 陽子 県央 25 小川 弘晃 西部

15 藤本 實 中部 17 中出 記久美 県央 26 酒井 優枝 東部

16 村山 幹 中部 18 加藤 道子 東部 27 池澤 修 県央

17 並木 優子 東部 19 曽根 勝 東部 28 田熊 昭憲 県央

18 木村 広美 県北 20 鈴木 美帆 県央 29 樋口 晴香 県央

19 西野 朱夏 西部 21 井口 千惠子 西部 30 前田 貴美子 中部

20 三反﨑 悠平 中部 18 荒舩 京子 秩父 31 市川 實 県北

21 松見 京 西部 19 宮本 英世 中部 32 中村 美香 県央

22 島﨑 陽子 県央 20 若月 康平 西部

23 吉田 和広 中部 25 板倉 香代美 県央 1 三浦 陽子 西部

24 仲野 裕昭 西部 26 飯塚 さくら 西部 2 村田 大樹 東部

25 龍田 紀子 県央 27 吉田 美佐子 中部 3 黒岩 千津子 西部

26 田中 美穂子 県北 28 関東 美紀 県南 4 横山 浩輔 県南

27 江口 明子 西部 29 石坂 真菜美 県南 5 沖田 純子 西部

28 中川 紀子 中部 30 川口 治 東部 6 箕輪 日出夫 中部

29 蒲生 一志 西部 7 西崎 利弘 東部

30 浅野 明子 中部 1 岡部 加代子 中部 8 田口 暢子 東部

31 富永 由美 中部 2 駒宮 直 県北 9 加藤 則康 中部

32 岡村 隆雄 中部 3 田中 清澄 県北 10 工藤 洋史 県北

33 安藤 一枝 中部 4 中村 千賀 西部 11 髙橋 幸恵 西部

34 三田寺 安子 西部 5 三枝 文江 県南 12 天貝 英子 県南

35 北澤 秀徳 中部 6 吉田 幸紀 県北 13 須原 暢 県央

36 平井 勝三 中部 7 髙橋 敬士 西部 14 冨岡 和代 東部

8 安倍 久美子 西部 15 奥村 昭二 県央

四段の部　合格者　15名

平成30年度第2回地方審査 （中学・一般の部）

実施年月日：平成30年5月13日　　　　於： 日高市文化体育館

初段受審で壱級査定者は2名でした。

中学・初段の部　合格者　1名

初段の部　合格者　36名

弐段の部　合格者　30名

参段の部　合格者　32名


