
平成２７年度称号合格者名簿 

錬士 

審査日：平成２７年１２月１１日（金） 

与那嶺 正雄（沖縄） 井内 隆成（愛 知） 小林 木内（兵 庫） 

佐藤  勝（福 島） 大手 信子（群 馬） 豊見城 あずさ(連合会) 

佐和田 香織(連合会)  田邊 礼子（学 連） 木谷 博雄（鹿児島） 

田中 正治（実業団） 竹川 明子（東 京） 大橋  弘（三 重） 

池田 欣也（千 葉） 十文字 佐太吉(千葉)   寺本 輝夫（鳥 取） 

松田  毅（連合会） 亀井 正俊（大 阪） 宮本  弘（和歌山） 

塩路 直也（和歌山） 猜都 光郎（鹿児島） 小林 寿子（東 京） 

碓氷 広勝（兵 庫） 岡田 光通（徳 島） 池田 光一（実業団） 

足立 明嗣（兵 庫） 薗田 洋介（兵 庫） 井田 正明（京 都） 

栗栖  肇（東 京） 喜多 光宏（兵 庫） 池   澄（福 岡） 

伊藤 正春（三 重） 藍原 益美（徳 島） 堀  将治（東 京） 

中藤 保弘（福 岡） 小林 一三（東 京） 藤原 利夫（兵 庫） 

奥  信彦（大 阪） 岩田 友香理(神奈川)   岸田 耕治（東 京） 

西  和孝（実業団） 横山 良人（福 島） 森山 芳則（長 崎） 

鈴木 浩之（東 京） 木暮  剛（群 馬） 小来田 剛（大 阪） 

奥平 昌彦（鹿児島） 三澤  透（神奈川） 大東 徳文（奈 良） 

岩瀬 正宣（静 岡） 松本 邦夫（福 島） 奥平 琢己（鹿児島） 



佐藤 勝典（福 島） 横田 和浩（山 形） 室屋 暢美（熊 本） 

大山 京子（兵 庫） 雪野 眞吾（大 阪） 友寄 愛子（大 阪） 

菅原 康人（埼 玉） 浜田 国治（大 阪） 向山 正和（兵 庫） 

小宮  剛（長 崎） 畑中 浩樹（三 重） 日野  大（大 阪） 

松倉 和子（長 崎） 東口  進（大 阪） 五十嵐 理（東 京） 

近藤  剛（福 岡） 髙橋 裕之（東 京） 石塚 博之（兵 庫） 

中  啓紀（和歌山） 張原 啓吾（長 崎） 栗原 秀冠（群 馬） 

菊地 博文（群 馬） 高松 景子（神奈川） 鈴木 隆徳（広 島） 

高橋 耕司（大 阪） 池田 勇生（兵 庫） 三宅 雅弘（鹿児島） 

比嘉 育哉（沖 縄） 丹野 宣徳（実業団） 武田 博之（栃 木） 

稲川 勝良（全空松） 南  聡朗（大 阪） 樫谷 仙史（徳 島） 

安里 尚吾（長 崎） 板谷 恵美（長 崎） 飯島 武一（埼 玉） 

深利 仁志（埼 玉） 柴田 雄一郎（北海道） 

合格者８９名    

 

 

教士 

                                         審査日：平成２７年１２月１１日（金） 

永澤 暎峰（宮 城） 田島 節子（群 馬） 島田 正美（愛 知） 

島  久雄（富 山） 浅川 信二（山 梨） 千葉 佳永子（大阪） 

福岡 敏和（佐 賀） 深田  茂（静 岡） 湯田 純朗（福 島） 



大嶋 文雄（栃 木） 檜山 房一（栃 木） 濱洲 英星（熊 本） 

古川 隆一（大 阪） 大林 優未緒（大阪） 北林 秀章（香 川） 

岡部 茂弘（学 連） 徳野 善彦（学 連） 合原 正典（佐 賀） 

喜島 智香子(実業団)   福井 啓仁（栃 木） 安齊 義宏（群 馬） 

西谷 健佑（千 葉） 雲川 幸男（大 阪） 

                     合格者２３名 

 

 

範士 

                                         審査日：平成２７年１２月１１日（金） 

佐保 康夫（兵 庫） 西川 吉重（大 阪） 岡林 俊雄（東 京） 

松村 耕一（連合会） 前田 利明（東 京） 

                   合格者５名 

 

                             以上 


