
 

第 39 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   石井 ルカ   植田 克己   内山いづみ   大西 亜樹    

落合 真紀      工藤真樹子   後町 久子   後藤 真樹    

斉藤 香苗      佐藤 睦美   渋谷 千里   滝沢かおり 

棚橋 妙子   二宮英美歌    浜田  典子    藤井結記子 

法本はやみ   水田  香   宮下 真理    山本 智子 

渡辺 郁子 

 

東北地区    相原 和子   阿部 綾子   江口  玲   及川 浩治 

小川 菜摘   小野寺ひとみ  草野ひより   草野 優子 

小岩 光枝   齊藤 弓絵   佐久間智子   佐藤 由実    

菅原 理恵   鈴木 恵子   平間百合子   松山裕美子 

森谷 佳子   八木 有香 

      

関東地区    浅沼 恵美   東  誠三   新  理恵   荒井 啓代    

有吉 亮治   石井 京子   今泉 統子   岩倉 孔介 

江藤亜理子   大塚 昌子   多 美智子   大山 伸子 

岡田 真実   小野寺美樹   御邊 典一      鍵岡眞知子 

加藤 恭子      加藤 紀子   川岸 梨絵   河村 晋吾 

菊地 麗子      岸邉眞知子   北川由美子   木村  徹 

小池 由美      今野 尚美   斎木  隆   迫    昭嘉 

佐野 幸枝      重松万里子      宍戸美和子   清水 和音 

清水 英恵      末安 聡美      菅野 可愛   菅野 雅紀 

鈴木 智美     鈴木 弘尚      鈴木 鞠奈   須藤 暁子 

玉置 善己   辻井 雅子      冨丘 真美   生井澤日向子 

朴  久玲    馬場 治子      馬場 亮子   福井 尚子 

福島 由佳   福田 真紀      藤田しをり   本間美知子 

牧野 照美   増山 未紀   松川 文子      真宮 恵美 

三角 祥子   三上 桂子   水野 ゆみ      三原 敦子 

宮腰いづみ   三好のび子   守永由美子   八幡 恭子 

山口美穂子   山下 郁代   山本己太郎   山本 真奈 

横山 紘子   和田  仁 

  

新潟地区    安部美智子   石川 昌代   太田真佐子   風間 章子 

川島 留美   兒嶋  綾   田原 智恵   向井もと子 

 

 

 



北陸地区    池田 智美   梅本  実   大久保裕子   太田 佳代 

桂屋 京子      加藤 俊裕     田中 新香   谷 美恵子 

辻井 雅子      中野 里美      西村 静香      林田貴美子 

福岡 智子 

 

東海地区    粟屋 晴香      飯塚美津子   池田寿美子   伊藤 篤美 

         伊藤 仁美      犬塚裕加里      今泉 藍子   宇野 恭子 

         遠藤誠津子      大岡 訓子      大友 康子   大西 澄子 

         大森 聖子      岡 由美子    奥村 理恵      尾関 佳奈 

           加藤 里奈      川谷 優奈   岸  美幸   絹川 未来 

      小見山純一      神野すなほ   鈴木 恵理   鈴木加奈子 

      鈴木 智美      鈴木由美子   竹内由紀子      戸田  恵 

   内藤 江美      長浦 智子    中沖  玲子      中根 順子 

      中根 浩晶      中野 素子   西島 曜子      沼光絵理佳 

      畠山さおり      服部 響子      馬塲マサヨ      早川 祐子 

      林  邦子      樋口 久美      廣瀬 恵子      前田 勇佑 

      松下 寛子      松本 華子      望月 植未      安田なつき 

      山口 延子      山脇 一宏      米津きよみ 

 

関西地区    大守 真央      大谷 正和   川上 孝子   桑原 昌子 

   小出ひろみ      後藤 幸子      崔  理英   坂本 恵子 

佐々由佳里   佐野まり子      塩谷裕美子      塩見  亮 

柴田麻里子   下田 幸二      城  沙織   菅井 智子 

芹澤 文美   芹澤 佳司   多川 響子   田村  響 

塚本芙美香   鳥居 知行   中川 美穂   永島  香 

橋本 英子    服部久美子   福岡 智子   藤政 啓子 

堀田 奈央   堀  裕貴   ホワイト福原リエ 三舩 優子 

元吉 明子      宮下 彩子   村上 容子      山上 明美 

山嵜 敦子      山本 英二   横田麻友子      横山佳代子 

 

山陰地区    入川 佳子   杉江友季子   住田 智子   西野 真琴 

    

山陽地区    垣内  敦   木下美沙子   重野 美樹   須崎 朝子 

鈴木 英子   住田 智子   多田 愉可   中野 美香 

布施 啓枝      前田 麻紀   光岡 香里   宮入 友子 

    

四国東部地区  石川登志子   牛野佳保里   臼井 智美   大空佳穂里 

   越智 由佳   川井 綾子   河西真理子   合田 延子 

      酒井  信   佐藤 実保   竹原多美子   西野 晴香 

     橋本 純子   平木 美紀   細川友見子   宮崎世利子 

      柳原 三紀 



四国西南地区  大友惠美子   木村 成美   髙橋 佳代   土居 里江 

藤原佐和子      山本 扶美   

 

九州北部地区  有城 美絵   井町 泰子   上田  優   境  恵子 

田中 由美    永尾 智子   松藤 弘之      宮入 友子 

村中 悦子      村中 千秋 

 

熊本地区    市原 範子   梅本  実   斉藤ちづる   柴田 敏子 

柴田 遥子      中島 和代   袴田 和泉   磨  妙子 

吉武 裕美 

 

南九州地区   北囿真由美   坂井 節子   桃坂 寛子      山﨑 文乃 

 

沖縄地区    赤嶺 郁子   上原  薫   小沢麻由子   島尻いつか 

        平良 明子   与那覇千尋 


