
第３８回全国大会出場者の指導者名 

（地区別 50 音順・敬称略） 

 

 

北 海道地区 浅井 智子 内山いづみ 及川  彩 柏樹 文子 

 工藤真樹子 斉藤 香苗 佐藤 睦美 渋谷 千里 

 髙野 晴菜 棚橋 妙子 二宮英美歌 濱田 典子 

 藤井結記子 宮下 真理 山口 朋子 山崎ゆみ子 

 渡辺 郁子 

 

東 北 地 区 伊藤  伸 大和田トモ 小野寺ひとみ 草野 優子 

 小岩 光枝 斎藤まゆみ 佐々木恵子 佐藤 和穂 

 菅原 理恵 田代 良子 三輪  郁 村田 恵理 

 八木 有香 山田 千秋   武  優 渡邉 真司 

 

関 東 地 区 池田美保子 池田 葉子 伊藤 幸子 稲本亜理子 

 岩倉 孔介 上山 裕子 蛭多  令子      多  美智子 

 大山 伸子 岡田 敦子 岡田 真実 川添  文 

             川端友紀子 岸邉眞知子 日下貴美子 五味 幸子 

 斎木  隆 坂本 知穂 志村 明美 鈴木 智美 

 田代慎之介      玉置 善己 土橋 礼佳 中矢 美里 

 拝田 正機 馬場 亮子 比嘉 洸太 樋上 彩加 

 福田 真紀 牧田 照美 牧原 倫恵 松田 愛香 

 松山 玲奈 三浦 捷子 三上 桂子 山本己太郎 

 渡辺小百合 和田  仁 和田 美紀 

 

新 潟 地 区 安部美智子 金川 智子 鈴木 賢太 相馬 上子 

 平野 俊介 

 

北 陸 地 区 石﨑 久子 加藤 俊裕 鶴見  彩 徳永 憲子 

 泊 真美子 中野 里美 中村 理絵 林田貴美子 

 

東 海 地 区 石原 佳世 犬塚裕加里 Irina Chukovskaya 

 宇野 恭子 海老原優里 加藤 里奈 兼重 稔宏 

 粥川 優子 絹川 未来 熊谷恵美子 今野 尚美 

 佐藤 夏輝 神野すなほ 杉野加代子 鈴木謙一郎 

 鈴木由美子 高瀬 瑛子   髙橋 玉緒   竹内由紀子

 戸田 陽子 冨田はる美 鳥本知世枝 中川 朋子

 長野 量雄 服部 友美 林  珠美 広野 和子

 藤本 樹里 牧  紀子 みやざき美栄 山口 延子 



関 西 地 区 内尾 恵美 梅本 隆代 加藤美緒子 北野 裕司 

 桑原 昌子 笹井 和子 三瀬由美子 篠原 理恵 

 芝崎 美惠  芹澤 佳司 竹内 素子 田村  響 

 土居 知子 中村 勝樹 二本柳奈津子 服部久美子 

 深見まどか 福井 尚子 藤本 紀子 ホワイト福原リエ 

 本家 規代  宮下 朋樹 村上 容子 森川真理子 

 

山 陰 地 区 奥村 志帆 住田 智子 林 けい子 布施 啓枝 

 

山 陽 地 区 井伏 直子 魚住  恵 川岡 優子   住田 智子

 布施 啓枝 宮入 友子 

 

四国東部地区 臼井 智美 大山まゆみ 越智 由佳 河西真理子 

 合田 延子 児島 祥子 重安 佑美 竹原多美子 

 平木 美紀   細川友見子 宮崎世利子    

 

四国西南地区 藤原佐和子 森岡 三佳 

 

九州北部地区 境  恵子 武内 俊之 田島 亮子 古谷優里江 

 松藤 弘之 安村 真紀  

 

熊 本 地 区 市原 範子 合志 知子 中島 和代 米澤 朝美 

 

南 九州地区 上薗 和佳 野村美和子 桃坂 寛子 

 

沖 縄 地 区 赤嶺 郁子 奥平めぐみ 小杉 裕一 


