菊地多喜子

田宣子

新名町子

藤原幸子

今野博美

永野瑞子

酒井千春

花野勲

佐

藤木道

佐藤真岐子

布木俊哉／〈茨城県〉佐藤玲子
田尻勝

宮本武

根本敏子／〈東

松村英里／〈神奈川県〉片

土屋世紀子

藤吉優

村上惠子／〈山梨県〉佐野進／〈長野県〉内堀昭子

藤尾紀子

柴田福子

津久井正江／〈埼玉県〉尾崎信吾

増尾栄一

堂垣美知子

村田房子／〈千葉県〉坂巻富士子

志／〈栃木県〉稲葉典子

〈北海道〉山田和美／〈宮城県〉杉山秀子
男
野貴子

京都〉伊藤なおみ

中村瑞穂／

甲 斐 英 夫 ／〈三 重 県〉大 嶋 る み ／〈滋 賀

松倉明美／〈大阪府〉髙畠伸
三場敬子

鍋谷一枝／

佐藤千桜

県〉田中詳三／〈京都府〉大西早百合
児玉育雄

中川都

／〈岐 阜 県〉田 島 学 ／〈愛 知 県〉小 澤 悦 子
〈兵 庫 県〉影 本 美 代 子

多田友和

松尾裕子

田嶋美奈子／〈熊本県〉中村恵美子

田中久雄／〈広島県〉天畠良子

現在 4808人

／〈山口県〉藤田まり子／〈福岡県〉木原礼子

〈鳥取県〉高島裕／〈岡山県〉岩橋良子

総昇段者数

小杉洋子

中出道子 中森治夫 長井由紀子 西浩一 樋口良子 桝本
和子 馬渡裕子 三浦智美 森川 高 明 山 川 啓 子 吉 原 洋
〈滋賀〉 伊谷妙子 植田優子 岡村和代 小野和子 木
下万由美 木村誠悟 木村勝 倉田くに子 鈴木佐代子
鈴木冨美栄 中川純子 中嶋光子 濱田一義 深尾文彦
藤実玲子 松田和子 安永寿代
〈京都〉 石坪さわの 伊藤初音 伊東美江 居戸和子 大
河内史子 大西早百合 大類雅子 岡部照子 加藤富喜子
塩見満輝 志摩隆治 上善松男 鈴木健夫 高瀬道文 西
政美 馬場容子 松倉明美 松田正治 安井都美子 山口
雅子 山本明 和氣幸子
〈大阪〉 赤尾博子 秋山典子 粟津美弥子 石原重男 伊
藤慶次郎 伊藤廣子 伊藤福江 内田ちづ子 内海利彦
榮口三郎 江藤静江 大塚光範 大塚民子 岡田健二 岡
田定子 岡本陽子 小川啓子 奥田佳永子 小野真奈美
梶谷富美 門川敬子 川上八重子 川崎富美子 川﨑正晴
菊地二郎 北浦妙子 北尾勝利 北野久美子 北山美恵子
草野節男 国本美代子 久保八栄子 呉羽永子 小鯛貞子
小寺則子 堺和子 阪井哲彦 坂上龍彦 佐藤重雄 佐藤
久恵 白石素直 杉本久子 高田幸子 髙梨智子 髙橋き
わみ 高橋文雄 武中啓子 田中清爾 辻本正子 筒江健
富永清美 豊島初美 中野信子 中東佳子 長井孝夫 永
井良枝 永田ミエ子 西田三代子 西憲尚 西村丈治 西
山浩子 西脇乃利子 蜷川繁樹 沼口寛子 波多野庄英
林はつ子 平松秀子 藤木真智子 藤木深雪 藤田真有子
藤本紀子 藤原保 細川隆代 細野裕 本條裕子 増尾ち
とせ 松浦優子 松岡忠博 松谷章 真鍋悦子 丸山信幸
水上協子 水科由子 源洋 三松美也子 宮岡利枝 三吉
りつ子 村上貴彦 森嵜武司 矢倉喜仁 山口早苗 山口
信廣 山下和代 山田修三 山田東一 横山三起子 吉岡
家子 米津恵子 若松南海榮 脇 地 由 子
〈兵庫〉 青木治子 赤松早苗 朝岡和 井口一博 池田
善信 池本尚弘 石井佳江 井手上榮子 井上智恵 岩富
泰宏 岩本智津子 上田和子 ウサこ 浦野英昭 大浦幸
代 大福敏子 大山みどり 尾崎栄作 影本美代子 金谷
美詠子 金坂博行 河合操 岸田則子 北村正義 北村誠
輝 木村宏之 児島美稚子 児玉育雄 小西巖 小林香代
子 酒巻良子 坂本明 真田雅子 椎野斐子 清水晶子
社領照子 鈴木サヨ 髙須賀憲子 竹浪桂子 玉置令子
玉城恵子 田村圭子 樽谷清美 多留広幸 辻井宏輔 鳥
居よし子 中井宏二 中尾彰 中川都 中嶋知子 中野麻
子 中平典孝 中村幸世 中本達 中屋久美子 永井勝代
西野圭子 二之宮郁子 浜田あや子 福島等 藤原真理子
船田和巳 古谷政美 細川道子 前田美穂 町田優子 松
井淳 松嶋久美子 三浦祥子 三﨑まゆみ 宮氏道夫 三
宅由紀 三脇充代 三輪恭子 村田能彦 山里文子 山下
英治 山本武 渡瀬貴夫 渡部玲 子
〈奈良〉 秋田静恵 石川毅 石倉則義 菊政千佳子 北
口恵子 島貫利博 清水剛 駿河寛明 高畑早知子 辻本
一昭 坪内英文 中谷英子 中野悦次 永井圭子 廣野千
津子 普照英治 藤原訓子 古橋照美 南悦子 家信智美
矢野美智子 山内信成子 山崎浩子 吉岡直子 吉田尚子
和田一世
〈和歌山〉 井筒滋 井ノ口かな子 上田辰代 梅本裕子
阪本豊冶 清水美代子 谷脇智子 中尾昭代 仲宗根清
長沼正富 馬場実世 深見はつみ 藤里晃 堀和子 峯田
悦子 山﨑洋子

野節子

〈福島〉 岩崎節子 遠藤美代子 大束隆司 岡田昌博 菅

〈山形〉 青柳孝 秋野武正 荒井勲 荒木明子 奥山重夫
鎌田ひとみ 上村容子 川井智子 齋藤美穂 佐藤敦子 佐
藤とく 佐藤宏 菅原直香 谷口倫子 浜田彬 林成子 堀
宏雄 三浦浩子 守岡悦子 山本ひさ 吉田れい 渡辺俊彦

〈秋田〉 赤島正晃 大橋房子 斉藤牧子 佐々木貞子 佐
々木信子 武内俊雄 田村修一 大門美和子 長門鐐子
羽上公子 羽川カツ子 松井幸子 溝 呂 木 元 村 上 昭

〈宮城〉 浅野正彦 阿部進一 石橋恵子 稲垣幸子 及
川式子 大場京子 岡崎睦子 片桐弘美 門脇美奈 栗原
晴雄 櫻田圭子 山宮廣邦 澁谷兼克 杉山てい子 鈴木
由美 関口美恵子 永井ひろ子 橋爪志津代 藤村義彦
星野功治 村上利恵子 森康浩 山 家 陽 子 渡 辺 し づ

〈青森〉 石岡ちえ子 うみねこ 小川祥子 斎藤ミツ 相
馬郁子 濱田秀子 東眞紀子 宮 野 茂
〈岩手〉 伊東孝行 伊藤昌倫 大場敏男 川村芳子 佐
々木幸子 菅原千賀 唐木郁夫 飛澤章 中村敏子 林崎
豊 宮野サチコ みよふるさ 八 重 樫 誠 司 吉 田 妙 子

〈 北 海 道 〉 荒 秀 範 安 藤 郁 夫 五十 嵐 美 枝子 石 川 眞 則
石川恵 岡本敦子 小田倉真弓 片岡淳子 神林利行 菊池
真 由 美 木 村 雅 史 小 玉 悦子 小 柳 盛 夫 佐 伯 和子 佐 々
木 久 美子 杉 島 幸 代 辻 伸子 長 瀬 昌 彦 西 谷 加 壽子 野
崎隆 林勲 平山由美子 室永敏夫 山口範利 吉岡智恵子

棋聖 ◦新昇段者 1387人

＊フリガナ未記入の方は、
各都道府県の最後に掲載しています。

今回は
「棋聖」「九段」「八段」「七段」「六段」「五段」
「四段」
「奨励会」に昇格した方のお名前です。

月号 段位昇段者の
お名前を発表


〈北海道〉 池田昌明 池戸恵子 岩泉ゆう子 植松勉
太田道生 片岡長子 菊谷恭子 小林寿治 紺野由美子
坂本てい子 砂塚千美 高松まり子 田中洋文 長嶋三枝
子 西田君子 野辺地正 坂東要 広畑優子 福田千恵

九段 ◦新昇段者 1050人

〈沖縄〉 神田朝八 平良明 弘津香織

仲山幸代 松岡龍輔 松元隆道

〈鹿児島〉 有田正 石峰真弓 小村香代子 杉山慶子

子 牧喜奴子 真島紀雄 もみじ 山本勲
〈広島〉 井出陽子 糸野美枝子 今川博仁 岡崎初生 岡
本暢子 小川敦子 荻原貴美子 小野久美子 勝原早苗
川上正裕 黒木生恵 桑田博郎 小清水基 酒井秀二 坂
本恭子 佐々木享子 佐々木千秋 須藤廣志 髙垣大刀子
髙橋恵利子 武林徳行 武林由美子 田中啓子 永井弘
福永教康 松枝芳美 三谷千鶴子 光本允也 森みどり
矢口裕子 山田公子 山本雄子 吉島絹枝
〈山口〉 網本香代子 有光敦子 石川悦子 壱岐美苗 岩
瀬妙子 植田久美子 内平功 恵美須圀夫 江本昌子 大
坪順子 奥田公子 尾中公子 兼安利夫 河手京子 川辺
キヅエ 國吉文子 久保宏 蔵重亨子 後藤宣子 佐藤幸
子 清水教孝 下史恵 田中加代子 手嶋堅 冨本由紀子
中尾智子 中田静江 中本弘子 長澤英子 羽矢信夫 原
田喜美子 原田登志美 福永恵子 藤田まり子 本間喜美恵
見國通子 村上守 森内正義 山本恵美子 吉武眞由美
〈徳島〉 粟田周二 大岸美津子 香山千恵美 中川年代
仁木きぬ江 細井千代子 前田英昭
〈香川〉 井口佳子 大林孝子 喜多昌臣 国方美代子 桑
名貴美子 髙木勲 堤琇一郎 仲上稔彦 中村修 西山三
千子 二宮清子 橋本忠義 藤原公
〈愛媛〉 赤壁一彦 池田節子 池田秀行 井上広江 城
戸賢治 鈴木久美恵 武村由美子 永易勇 西崎香 檜垣
久美子 村上弘 矢野博司
〈高知〉 益法子 横田直子
〈福岡〉 青野曜子 穴井宏子 阿南洋子 池見まち子 石
丸順子 猪谷恵 岩切希久子 上野美子 宇髙美代子 内
田知子 江藤肇 大西眞弓 大村正實 岡野八平 蛙田敦
恵 加納富士代 嘉村起美子 河口洋子 北村通子 桑野
英子 柴田久美子 鈴木照夫 田嶋美奈子 田処孝子 田
中喜久子 谷端光代 田渕陽子 多和順子 長瀬弥生 野
口和美 花村徳子 林田立美 林守夫 半田照子 半田秀
樹 東節子 久留忠明 平野道孝 深田泰三 深田由美
福井康子 福田智紗子 福元ひとみ 古澤美子 本間教司
松尾信子 松尾政代 水谷裕 村田泰一 本山律子 八尋
勇郎 山崎紘子 吉田真美子 吉本博子 鷲尾勝
〈佐賀〉 大場頼子 築田正子 徳永喜恵 藤田五男 水
田昭子
〈長崎〉 岩室司 内田洋子 大山千鶴 加治屋留美 金
武文 木村カヨ子 佐々木しのぶ 志賀正孝 嶋谷直平
新本光世 副島郁子 髙尾隆章 辻裕子 永峯初枝 西門
冨士夫 宮村廣美 吉田トミ子
〈熊本〉 浅井しおり 芦刈眞由美 池上晴夫 井上清子
梅田玲子 岡村敦子 岡村孝司 来海秀次郎 木本孝男
中村恵美子 松野由美子 森万代 森武徳
〈大分〉 浅田すみ子 阿部泰三 礒本順子 岩井恵美子
小野哲策 小野直子 首藤栄美子 髙橋利寛 冨田勝 長
尾由美子 藤田幸枝 前田芙美代 三笘泰子 了戒徹
〈宮崎〉 久保田英世 倉永豊 黒木一 小坂隆志
JOHN DOE 武井ムツ子 冨永美恵子 冨満正子 沼
口千栄 平山孝 二見俊紀 堀克彦 前村次男 森久美子
山下真知子

〈千葉〉 安達明彦 荒川曉美 飯坂あけみ 飯島順一郎
池崎武 石井宣子 石渡さえ子 市川久子 伊藤紀子 井
ノ口智子 岩崎武史 浮島清美 碓井良夫 江澤良枝 遠
藤京子 遠藤恵子 大石正敏 大澤征子 太田剛明 小野
彰子 加藤ゆう子 加藤礼子 加戸節子 金井茂 北澤誠

〈埼玉〉 赤沼英治 秋元則男 秋山和子 朝倉常人 新
井範子 池田勤 石川博子 市川芳二 伊原綾子 岩村信
二 魚見美代子 エナ 遠藤英一 遠藤光男 大内進 大
澤利始子 大谷明美 奥野洋一郎 奥村史郎 香中則子
川上千衣子 神波誠 國岡紀子 五島好子 斎所裕 佐生
喜美代 佐藤清美 沢田勝 塩田光代 嶋﨑隆一 島田榮
島田順子 杉澤彌生 鈴木恭子 髙井民子 髙橋みどり
田口正 竹中敏夫 田尻勝男 田中トヨ子 戸塚恒治 豊
田茂子 中村洋造 長岡咲子 萩田つる子 幅下美恵子
原光彦 福島裕幸 福寿ゆき子 福永和美 古川信介 堀
井智恵子 正岡文子 松下孝子 丸山桃子 三田村笑子
宮城由美 宮崎和美 宮寺喜好 元木敬子 本橋清一 柳
ヶ瀬正昭 梁川顕生 柳澤聡 山上幸美 山口志野 山﨑
洋子 山下伸子 山中嘉代子 養田史子

〈群馬〉 赤石里子 猪田真紀子 大澤光子 太田順一郎
加藤勢津子 川原きくの 鈴木敏江 関口一男 関根宣子
千葉寿々枝 中澤章 布川文子 長谷川磯江 山口和代
吉田三千代

〈栃木〉 青柳敬二 石﨑達 稲葉典子 大貫順子 柏井
昭良 きっちゃん 久保田友子 古賀利邦 小久保義一
齋藤弘全 里知美 柴本茂太郎 島真理 砂田静穂 螺良
恵子 谷田部道子 芳羽しげみ

〈茨城〉 穴見敬蔵 アマデウス 飯嶋勇三 一條由佳 伊
藤隆夫 稲葉宏子 上村靖彦 上山健 大山鈴子 川島節
夫 菊池冨寿 工藤誠一 國友知技子 久保武男 熊谷育
夫 作田登 佐藤玲子 重信幸子 高杉領七 髙橋玲子
竹田優 舘野勝見 田所和歌子 塚本訓子 久永輝明 廣
田美保子 淵ノ上治 松岡弘充 森山千之

々木くみ 末永秀男 髙城久雄 成田隆 新妻正典 馬場
潤 松原茂 水竹圭一 起上り小法師 渡部健 渡辺宏

漢字杯チャレンジ

「みんなの漢字」特製
消せるボールペン（50名）
〈鳥取〉 小原智子 宮本寿朗 村穂千恵子 山本敞一
〈島根〉 黒谷多美子 山﨑洋子
〈岡山〉 ☆きらり 秋山真知子 大西和雄 小澤健 柴

木下孝子 木下高吉 木下裕子 熊谷利江 小篭真司 小
林小夜子 小森邦蔵 斎藤みよ子 坂口昭男 崎山悦子
佐藤恵美子 佐藤ひろ子 佐藤義也 澤口正樹 篠原正明
柴雅一 庄司真純 白木あや子 末次朋喜 菅原桂子 田
野千代 田村光栄 塚本安子 鶴井啓治 手塚孝 常盤久
恵 徳田剛二 戸出敬一 中山和子 中山幸子 長井晴男
長澤満 根本敏子 橋口芙美子 長谷川正光 林輝彦 原
田孝男 檜垣英行 福田知里 藤本嘉孝 堀修二 堀芳子
前田万紀子 松木照代 三富佳代子 宮﨑彬 村越昇二
村田敦美 森本研二 両角至朗 山口ふみ子 山﨑悦子
山下西丈 吉川幸志 吉田英子 吉田泰造 米田孝子 渡
辺文子 渡邉由美子 綿引令子

下幹弘 芹澤盛夫 高橋きみ子 髙橋濱子 高橋芳子 滝
本美代子 竹中信子 田島郁美 田中京子 たまチャン
千葉哲郎 辻村じゅん子 椿公廣 東倉圭子 仲田滋 中
野良一 中村徹 中山美智子 永山和子 新倉暻子 西本
直子 野村暎子 橋爪進 橋本昭夫 長谷川良子 花光安
代 浜田香織 濱田克美 林喜美子 原田賢二郎 平野正
子 深堀広平 福永民雄 古山淑子 細谷光子 堀江郁子
本間郁朗 前田美加 増尾栄一 松井弘 松尾惇 松永と
も子 松野亮介 松本裕子 源雅子 宮川正己 宮地暁二
三好浩靖 村上和代 村上房子 森和子 守友毬子 森本
真代 門奈丈生 八神圭子 安川有里 安田京子 山井睦
子 山上正二 山下誠也 山田雅之 山本耕造 山本智子
横内靖夫 吉田美子 吉野遷次 渡辺久枝 渡辺ひろ 渡
邉文子 渡部道子 和田信吉 和田利子

〈新潟〉 今井紀子 岩見燿木 国武和子 鈴木利子 竹
内一郎 太刀川東枝 田中智子 田邊美知子 田辺龍治
福原典男 三塚匡彦 宮野照代 みるくぷりん 村岡一人
八子元 吉野浩子 ルビーの父さん 鷲嶺紀文 渡辺信子
渡貫千枝子

川
子
杉
舩

〈富山〉 赤井美知子 稲垣とくえ 江上正子 川住進 小
谷久美子 こなみ 小林久美 佐田清 澤田誠子 瀬川正美
〈石川〉 田隆吉 宮嶋郁夫
〈福井〉 西山克美 安川淳子
〈山梨〉 青沼芳治 青柳公江 芦澤千恵 小俣倫子 駒
井えり子 髙橋由紀子 二瓶トシ 平山千春 渡邊昭夫
〈長野〉 飯島直子 石黒妙子 小幡真帆 梶谷孝男 北
村深雪 鈴木博子 須藤宇良子 髙野通子 龍堀浩一 月
舘澪子 土屋えみ子 徳増邦子 野口建次 林浩史 前田
菜緒 箕輪泰和 宮崎芳子 宮澤一栄 宮澤茂 宮原千代
子 柳澤徳子 山中幸子
〈岐阜〉 伊藤浩子 右近明美 小川加代子 小川紀代
上実 河村きと子 木村淳子 香村由利子 小澤幸雄
安孝子 後藤道子 斉藤かつ子 篠田誠司 首藤令子
山二三江 鈴木茂介 田島学 永野雅章 一ッ渡正敏
坂久美子 間宮美智代 若林美津穂
〈静岡〉 青山洋子 明日照 石井愃義 市村淑子 稲葉桂
子 宇田和子 江河美重 大石不二代 大石もとみ 岡部伸
行 柿 本 直 美 川 合 和子 川 島 弘子 川 島 矢 枝子 北 詰 桂
子 北村路子 後藤章子 斉 藤なつき 昨間達也 佐藤弘
己 佐 藤 美 榮 嶋 野 晴 美 白 川 正 孝 白 鳥 佐 代子 杉 山 ふ
じ 枝 髙 木 靖 子 高田 努 多 々 良 昇 子 戸 塚 博 之 直 江 靖
中田千敏 楢木留 美 野田勤 野村尚子 長 谷川弘 原口
京子 藤澤圭吉 松山進 宮地一恵 森田貴代 渡邉和美

〈三重〉 池住育子 伊藤皓子 伊藤敬昌 打田和子 大
嶋るみ 岡田育美 岡本愛子 落合玲子 香川美芳 北角
房子 鐵雅男 小林一彦 鈴木隆一 仲田伊久乃 仲尚志

〈東京〉 青木隆子 青田弓子 浅川詳子 浅田能子 天
野夏樹 新井進 安福波奈子 飯島令子 井田哲男 伊藤
祐三郎 井上恵子 今井哲男 今坂純子 岩佐敦子 岩野
文枝 岩本鎭子 上野太美雄 上野はるみ 江南洋子 遠
藤勇 及川豊子 大﨑やす子 大関三郎 大友紀往 大山
登志子 岡﨑善治 小形俊貴 奥秋寿美子 奥村雄吉 小
野正三 小宅成一 各務潤子 鏡美津子 金瀬徳子 金森
辰次 金原茂夫 川崎浩子 河東みどり 北朝子 北見松
美 吉川明美 木下裕一 功刀秀一 熊田淳美 倉田祥江
桒原耕平 小泉幸子 小出重忠 向後美春 小暮健一 小
島麻衣子 小島万里 小林アサ子 小林寿子 小林正彦
古伏脇翠 小山文恵 後藤田きみ子 斎藤暁子 坂井衣江
榊原康之 坂田麻子 桜井和子 櫻田三枝子 笹川千恵
佐藤雅子 佐藤八重子 篠田賢一 渋沢玲子 清水正彦
正田和子 杉山佳代子 鈴木節子 関美智子 関雄幸 高
木典子 田島みどり 田中驍 田中由紀子 谷口知子 谷
口美江 田渕泰造 田村俊子 田村みどり 塚田明克 塚
原眞市 土山悦子 徳植弘幸 圡𣘺建一郎 内藤広子 長
本弘幸 奈良岡幸子 西川晴美 西村栄雄 西山恭子 新
田英雄 羽場富恵 東山久志 久田徒望子 平岡実子 平
尾壮一 平澤日登美 広瀬浩 藤村幸子 船木孝雄 古橋
美枝子 星野なつ子 堀脇文子 間壁央子 増田みゆき
増田隆二 松下桂子 松永朱美 松村英里 松本昌介 三
浦元子 三上信夫 蓑毛アヤ 宮三和子 三輪ユキ子 武
笠いく子 村上留美子 茂木千枝子 森田淑子 守屋峰代
安江弘光 安田ゆき子 柳サエ子 山下耕司 山田賢治
山中巖 山本冨美子 山本昌子 横田千恵子 横山とも子
横山亮介 吉池洋子 吉岡弘 吉澤修 吉田泰廣 吉富京
子 吉原弘尚 吉村詔子 渡辺恵子 渡邉實宏 渡邉登美
子 渡辺秀敏 渡部洋子 渡部久美子
〈神奈川〉 青木恒克 青木洋子 秋元かよ子 浅沢允
朝日信夫 阿部清子 阿部尚子 新井幸子 荒田靖子 有
重直子 安藤映子 五十嵐文子 生駒多佳子 伊澤啓子
石黒登美子 石原吉次 石渡和美 市川光夫 猪俣文子
岩井康也 上原富久枝 梅原博之 梅原光代 江原昭 遠
藤健二 遠藤愼子 大久保るね 大倉早苗 大竹美奈子
大谷澄代 大森建樹 大山静子 小川サユリ 奥野和雄
尾登勝英 尾登義明 鏡山昭典 各務優子 角田恭啓 掛
川重臣 方岡一江 片岡宏親 片山俊彦 加藤和子 加藤
俊男 金子孝敏 神長治子 川口芙蓉子 川口貢 川島政
喜 川嶋玲子 河原寛子 神鳥矩行 菅野信之 北原弘之
木下ミホ 木場陽子 木村秀子 清田淑子 隈園美代子
桑原茂雄 小嶋寿美子 古城崇 小林永以子 小林博 小
堀陽子 五島絵里子 五島信子 櫻井一宏 櫻井正美 佐
藤正子 佐藤公宏 佐野光子 下山興一 新藤洋一 陣川
喜美子 末木午郎 須貝一男 菅野知子 杉山和江 鈴木
喜久子 鈴木ひとみ 鈴木涼子 住谷江利子 成高元 瀬

海老原勝子 大木房子 大島光世 大畑一恵 岡澤扶紗江
岡埜晋平 岡村宗祐 岡本和千 小川登輝雄 奥泉勇 奥
田信久 鬼城勝浩 尾上善恵 小野孝子 恩地奎子 影山
雅秀 川島友子 岸田かづ子 岸田道夫 清野吉彦 沓掛
曉 國井初江 栗原紀夫 慶徳廣二 小出あかね 古儀悦
子 小正敏夫 小山后 佐久間龍美 佐藤理希 佐藤雅洋
篠原由かり 芝戸愛子 下田彰子 白井武司 神保孝子
鈴木路代 炭田順作 諏訪康江 曽根原悦夫 ソフィア
髙岡フミ 髙木博茂 髙田裕子 髙橋康男 高橋雄粋 高
本泰弘 竹内眞澄 竹花ゆり 田﨑保子 田中民子 田中
稔 九十九榮子 津田宏 坪井邦夫 戸室文子 内藤孝子
中野保浩 中村清子 中村光江 長尾紘 長﨑昉 那須紀
代子 西田葉子 西野靖子 二宮玲子 楡井忠夫 根本真
弓 納富裕子 野口洋 野見山國光 橋爪保代 橋山繁子
羽鳥徹郎 早川陽子 林千佳 林貞次郎 林眞佐子 原田
紀美子 原田修吾 原田南海子 菱沼要子 日髙直美 広
田敬三 福島静枝 藤原美智子 古橋ひろみ 細貝嘉久
堀田英朋 前田佳子 前田浩志 松島美津子 松原博子
真殿七介 真殿久子 満潮章子 宮坂孝子 宮本ユミ子
武川恭子 村上恵子 村上佳子 村野次郎 茂木桂子 柳
川恭子 簗田ひろ子 山田明子 山野順子 山本安治 横
溝彰 吉井久 吉田真紀子 頼久延子 渡辺敦夫 渡邉修
〈神奈川〉 秋山祐子 赤穂敞也 有馬いしの 有賀理
安齊千鶴子 石川瑠美子 石﨑芳敬 石田正子 石原陽子
市川浩子 伊藤功 伊藤幸男 今枝榮子 鵜飼信久 宇野
重行 遠藤悦子 遠藤美代子 大阿久紀子 大河内晴美
大塚一志 大塚憲 大槻サキ子 大庭保夫 大堀幸生 大
森雅子 大矢かほる 岡林光代 荻野三郎 小野敬子 金
澤良太 唐澤信子 川上佳子 川名英男 河西のり子 神
南愛子 神林辰夫 蔵部美和子 栗原茂夫 黒川朝子 桑
原美千子 小泉まゆみ 小泉八千代 小林勝代 小林準幸
小原真美 小村順子 五島紀子 笹本洋子 佐野幸子 佐
山久 篠澤弘 清水禮子 正法地鏡子 十見美子 菅谷恵
子 菅原節子 杉浦康友 杉浦忠司 杉田千代子 鈴木剛
志 鈴木ちはる 鈴木福治 髙瀬守行 髙塚ミドリ 髙橋
國眞佐 高橋長 高橋真由美 高橋満 竹子久美子 竹原
俊明 多田稔 田中美智子 千葉とよみ 千葉眞弓 千葉
芳雄 千葉良仁 塚本裕子 手島幹郎 鳥羽幸江 冨田淳
二 冨田夏子 中澤真佐子 中鹿正明 中田有治 中俣久
美子 長岡瑛子 西内稔 西平澄子 新田宣子 二宮允人
根本健次 長谷川美紀 長谷川元江 原敦子 原田眞佐子
番場元子 伴美佐枝 藤原和子 布施文子 古川保 本多
満穂 ボタンモミジ 町田日出男 松岡廣志 松岡正廣
松本浩子 水野良一 宮地由美子 宮野博子 三好東二
村山たか子 森井晴美 森啓子 諸星一美 矢尾板和枝
屋鋪信枝 安田美智子 山川京子 山﨑蓉子 山中孝司
横山修也 吉井誠 吉田雅子 渡辺キヨ 渡辺康恵
〈新潟〉 五十嵐紀雄 伊藤明夫 今井文子 岩村越子 岩
村悠 川上雅恵 木村孝太郎 後藤隆夫 佐藤茂子 佐藤
新二郎 志田昌子 嶋本義房 関ユキ 多田裕子 中澤忠
長井文男 春川邦子 村越由喜 村山芳司 山田進治 山
本晴子
〈富山〉 今牧紀美子 川原ユリコ 細川真沙子 山本洋子
〈石川〉 稲場美智子 小松邦子 長冨巳子
〈福井〉 谷口政子 松尾昌子
〈山梨〉 井上典子 笠井公美 神田進 北原行雄 外川
文子
〈長野〉 青沼清子 石森啓一郎 今城美枝子 内堀昭子
大島正人 太田史子 小林梓 小林聖子 五味孝臣 清水
リヨ子 田畑修 田村智恵子 千代美由紀 東福寺仁 徳
武惇美 永田由紀美 永原洋子 西村方意 仁羅山煕 藤

〈 愛 知 〉 浅野 茂子 安 宅 木 俊 量 池 本 久 美子 石 川 英子
石川喜好 石黒淑子 市岡佳子 伊藤静子 伊藤千佳子
上田紀美江 内野正 宇野美智子 大桒八恵子 太田由美
岡 林 明子 緒 方 完 治 緒 方 知子 荻 野 澄 江 小 澤 悦子 葛
原 雅 子 加 藤 敏 行 金 澤い く 加 納 礼 子 木 下 喜 久 子 久
木田 恵 楠 成 之 熊 谷 典 義 黒 川 幹 夫 小 岩 紘 小 島 三 代
子 小 林 徳 子 後 藤 昭 子 榊 原 雅 子 島田 康 美 志 村 嘉 彦
鈴 木 郁 美 清 野 正明 曽 根 幸 三 平 洋 竹 内 淳 子 竹 川 邦
子 田中武男 谷口節子 恒川けい子 富山妙子 中田雅子
長 﨑 公子 丹 羽 稔 野田 珠 生 長 谷 部 春 夫 林 由 香 日 高
京子 前田順子 前田洋一 牧野房江 松村由美子 三木直
宮下 幸子 宮 地正守 村 松 淑子 安田トシ子 安田信 好
山田ちえみ 山田鋭之 山本信江 吉田龍爾 和田敏子

松居元廣 山田雅代 米原雅敏
〈青森〉 岩舘明子 佐藤賢 鶴井敬 中野順子
〈岩手〉 及川満広 及川由美子 小笠原馨子 小笠原美
恵子 小笠原洋子 小野寺憲一 梶谷裕子 加藤マキ子
菊池尚久 木谷暁子 工藤ケイ 金野勝江 今野省孝 紺
野悠子 佐々木常子 髙西忠 千葉政喜 中村宗敏 根田
啓子 野口悦子 平賀美代子 藤居宏一
〈宮城〉 阿部清雄 猪股玉穂 遠藤優子 木田繁晴 京極
博子 久住恵美子 小杉優気 近藤弘行 後藤悠 佐藤ふ
み子 髙橋博子 二上睦夫 丹羽興弥 布木俊哉 平塚眞
和 平塚裕 藤島誠 本田眞紀子 吉藤好美 渡辺かつえ
〈秋田〉 伊藤洋子 柿崎儀一 梶原隆 小松弘子 佐賀
靖子 細谷総子 水口直樹
〈山形〉 阿部美枝子 大石和夫 腰塚秀一 後藤和代 齋
藤充 佐竹ハツ 佐藤道子 菅原マサ子 鈴木陽子 髙橋
とき 武田セイ 東海林ひとみ 浜田謙一 原田紀子 樋
口正昭 松本ユキオ 三ヶ山繁弘
〈福島〉 阿部はるみ 遠藤喜代子 大内幸吉 川上みち
齊藤美枝子 佐藤和義 佐藤俊明 鈴木仁 高島房子 冨
永順子 戸村ひで子 長谷川仁 藤井仁 星益子 山川修
山田信子 湯田恒弥
〈茨城〉 阿部陽子 石原義雄 大山久子 鮫島蓉子 篠
原淳 新谷幸雄 中田成子 蜷木キミ子 平塚佳子 平山
智子 藤木淳子
〈栃木〉 飯村志保美 石川光一 石田昭次 宇賀神弘明
小野寺照子 小堀誠 塩川久恵 千葉裕子 永嶋容子 日
賀野静子 舟越早苗 前田隆資 松葉ふみや
〈群馬〉 遠藤雅男 岡戸徳三 小林一枝 小林裕 渋谷
良三 島あき 橘和実 中村亨 ねむの花 林恵子 堀越
光子 松永佳子 水谷伊都子 水谷以代子 宮嶋利幸
〈 埼 玉 〉 穐 山 玲 子 浅 井 多 津 子 浅 見 道 子 有 坂 信一郎
石田 幸 男 伊 藤 智 津 子 今 堀 昌 次 郎 岩田 晃 雄 内田 俊 弘
大 関 文 代 大 野 友子 大 場 宏子 岡 本 浜子 荻 野 雅子 尾
崎信吾 織田雅夫 小野寺香 加藤哲夫 金子研一 亀井喜
世子 唐 木 美 枝子 川 瀬 敏 久 菅 野 美 津 代 清 宮 春 雄 古
池道義 河野由久夫 木幡幹枝 﨑山光一 佐藤ふじ子 佐
藤 洋 子 澤田 和 賀 子 篠 塚 信 男 杉 澤 優 子 鈴 木 隆 義 杣
谷登志子 田中久子 田野幸矢 田村スミ子 千代田宏 辻
清 美 土屋 準子 栃原和 美 豊島恵子 豊田二郎 土肥寛
子 直 江 敦子 中 野 昭三 中 村 可 代 江 中 村 孝子 西 村 良
子 根 本 強 羽 根 尾 久 美 原 柾 平 林 功 広 岡 幸 子 藤田
友子 古川俊子 前沢信次 増田照子 水口和良 光山隆
雄 宮 地 光 子 村田 勝 正 村田 武 夫 村田 房 子 矢 島 洋 子
柳田啓子 山下和子 吉田和子 若槻英次郎 渡辺正夫
〈千葉〉 粟飯原源治 青森知差子 飯島久美子 井田美奈
子 井上勝子 岩切かつ 上田美和子 宇都宮昌彦 江口和
子 遠藤顯彦 大森正人 大和久顕子 小川抄子 景山恵子
片石たい子 片平寛昭 河合功 川邉欽吾 菅野和男 木村
桂子 木 村 節 夫 久 能 美 知 代 黒 澤 典子 小 泉 重 信 小 山
直 小山眞理子 齋藤脩 酒井眞木子 坂巻富士子 佐藤
九重美 島谷博之 末岡美枝子 髙梨昌之 竹田功 竹中
國利 多田誠一 立野洋一 大坊美津子 千葉正子 津田文
雄 中島知子 二宮光子 橋本隆治 平川昌治 福永博之
藤井黎子 藤田瑞穂 藤野一宇 前田悦子 松井三枝子 松
村文子 美浦匡彦 溝部信介 村瀬芳枝 森田晶子 森ひと
み 矢嶋厚 山口勲 山下要一郎 山田弘 山本滋 山本伸
一 吉川聡美 米村静代 渡邉京子 渡部浩一 渡邉佳英
〈東京〉 青木紀子 秋山良子 浅井順子 浅見五百子 新
井知子 荒良木幸子 池田祐子 石﨑晶子 石塚友子 伊
東昭江 伊藤穎男 稲垣三千穂 岩田忠裕 岩丸美也子
岩本重敏 岩本理恵子 上田富子 鵜飼司郎 浦松あやめ
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〈岡山〉 胡木綾子 大谷陽子 妹尾幸枝 竹田繁 野津
幸博 平中冨佐子 福田冨美夫 松廣公人 水田眞琴 宗
澤伸哉 吉田政行
〈広島〉 阿松恵子 伊佐之男 板﨑敦充 江副和歌子 奥
津貞枝 賀川万里子 上順治 川内京子 菅由紀子 木村
佳子 栗田俊彦 河野紀子 古賀クニヱ 首尾木善行 正
田誠 庄見三津子 新ちゃん 菅江崇 田岡ひろ子 天畠
良子 友宗活子 羽田光利 藤木和義 本田京子 松本達
俊 山根良彦 吉原正子 力山博之
〈山口〉 有馬和子 和泉英興 上里紀子 上田太治 小
田浩恒 金田千恵子 河村文江 木村昌紀 沢辺ソヤ子
竹中昭子 田島泰子 永田二郎 林福博 平田友子 廣岡
隆義 広田純三 福井敏江 藤井恵美子 みやもとるみ
森田健一 山下雅士
〈徳島〉 明石智子
〈香川〉 安藤正 石橋真知子 大島喜代美 川田冨紗子
小林美子 坂田勝美 篠原正明 嶋田潤子 中筋孝志 長
尾操 林野武征 藤井則子 藤本妙 松森正安 溝渕隆司
三野紀子 六車宜哲 矢野敬明
〈愛媛〉 梶田曉男 河合寿子 薦田百合子 高橋唯志 永
易洋子 宮部修一郎 渡部茂夫
〈高知〉 土居みどり 弘井美稲 福本千裕 山下碩彦 横
田公子
〈福岡〉 石井洋子 石田喜久美 石原千文 磯谷雪子 岩
尾洋子 浦川典子 大隈裕子 大谷昭示 小川文一郎 尾
園時子 家戸重信 金岡教子 神先豊 楠本將人 黒豆ア
イ 竹内よし子 田才和子 樽見富美恵 寺田敏子 都合
弘 中野雅子 永富規子 野崎喜代美 野崎裕美 橋本栄
福山富美子 堀博子 前田千代子 三留敏子 ミドルビレ
ッジ・ミサコ 南捷介 村上浩 本山幸二 山下洋美
尾操

山口代志子

〈佐賀〉 江頭礼奈 片岡仁美 北島雅治 轟木裕子 永

持シズカ 古澤節子 前田康子

大和芳子

〈長崎〉 上田浩三 佐藤小百合 佐藤守 竹中ひろみ 久

川照光

〈熊本〉 越猪良子 佐田和彦 澤谷博範 藤田ハリエ 守

西本恵美子 濵田節雄 山田青史

山田八重子

〈大分〉 相良知美 瀬口美子 中村弘子 平山堯通
〈宮崎〉 井上和裕 井上カツ子 井上玲子 大山美千代

竹之内宣子 所﨑義治 橋口寿子

前田かすみ

〈鹿児島〉 川上幸江 久木田稔 酒匂富江 竹下孝子

八段 ◦新昇段者 582人
〈北海道〉 石窯屋膝衛門 一条純一 岩上猛 宇野武登
志 大﨑正信 今野崇子 佐々木志麻 清水洋子 玉置恵
美子 寺嶋慧 仲田俊三 永沼健次 秦光廣 半杭健一
堀田信宏 諸中昌之 山田勢津子
〈青森〉 一戸憲夫 黒沼基憲
〈岩手〉 石川公子 那須野和子 東野恵子 ふなふなゴ
ロちん
〈宮城〉 跡部良子 いろはにほへと 沖田修 佐々木園
子 相馬節子 髙橋美智子 髙橋良子 髙山美智子 竹下
知子 三塚昭夫 山田美智子 若林眞一
川洋子 細川美佐子 本庄禮子

三浦牧子

最上美恵子

〈秋田〉 石川健 伊藤喜久子 小林真樹 嶋田弘一 滑

夫

後藤邦雄

佐藤テツ 鈴木百合子

水戸部淳子

〈山形〉 相澤富司夫 石川智恵美 大滝新一 川守田敏

広田陽太郎 本田忠勇 三浦秀勝

〈福島〉 上野美香 佐々木幸子 佐藤文子 鈴木眞志子

澤栄蔵 丸山諭 水野直子 宮原 容 子 山 田 孝 典
〈岐阜〉 飯沼千恵子 岩田尚義 川上千惠子 下畑都子
髙垣弘美 原田喜久子 細江金男 前田信吾 松崎安 水
谷浩子
〈静岡〉 飯髙玲子 今井輝子 岩野由美子 内田光子 遠
藤修 岡野ゆき子 小野田美智子 加藤喜代 北爪きぬよ
久保光弘 近藤茂樹 桜井美智子 佐野芳雄 篠原真理子
鈴木百合江 高橋照彦 寺田和子 中村徳雄 野澤あつ子
野宮善治 林敦子 藤井陽子 山 本 立 祐
〈愛知〉 荒川正子 安藤光治 石塚昌子 井上とよ子 今
道和子 太田孝子 長和子 神谷耕之助 河原久雄 喜田
保彦 久保田利隆 小岩久美 小林千明 後藤迪 清水弘
清水義美 新海照雄 竹内義信 丹野雅子 戸倉正人 外
山林 中島志津子 林恵美子 平井孝子 平尾章 冨宿利
夫 松田佳代子 丸山淑 三澤誠 水野淳子 宮地勢津子
山田たか子 山田ヤス子 山田容 子
〈 三 重 〉 石 川 達 雄 伊 藤 美 智 子 木 原 りつ 草 深 け い子
小磯勉 甲元幸子 小菅和子 関谷義治 竹内良三 野浪和
子 平松光代 福田勝子 矢野富美枝 山岸芳樹 吉田智穂
〈滋賀〉 伊藤泰子 大竹仁子 大野福雄 片岡嘉代 川
村広司 北川宗信 河内一栄 鹿田昌子 清水恵子 田井
中志津子 髙井喜美子 田中詳三 中西洋子 西澤義博
林洋子 松田礼子 丸橋和弘 望 月 潤 子 山 本 幹 夫
〈京都〉 有元ちづ子 植村善博 大西均 王前陽子 岡崎
尚美 奥田美耶子 河﨑昇 北島朋子 北村正憲 後藤才正
坂 井 美子 塩見かおり 清 水弘一 清 水 克 枝 鈴 木 規 矩男
天 花 寺 光 子 出 村 千 恵子 中 村 義 雄 速 見 嘉 弘 福 田 恒 子
藤井邦彦 古市善宏 牧野秀人 村 手 晶 子 山 田 和 子
〈大阪〉 池田百合子 伊東優子 今北トミ子 上尾くる
み 植村武之 内村一久 梅田彰 大石宏一 大久保洋一
大野雪子 岡明子 小川博司 沖郁美 垣田稔 角田貴子
門脇則子 神崎英子 神嵜ヒロ子 岸本洋子 北尾順一
北島俊代 北原一代 黒崎節子 後藤俊明 佐伯眞治 坂
井智子 芝恵子 島田節子 嶋津寿代 白石洋祐 白羽百
代 城間多賀子 菅原征治 髙木基雄 高橋牧子 田中佳
子 田邊恒夫 玉木夏野 為川勝 多屋清志 辻美保子
津本祥平 出口靖子 戸口郁子 殿川康子 友枝チカ子
中井栄子 中井戸靖叔 中西洋一 中村正明 中村瑞穂
長井新治 根角幸明 長谷川安雄 林誠 久岡里栄 平野
良和 廣田武司 福井博明 藤原美也子 堀河康親 堀口
武弘 松岡朝生 松尾明子 松田英二 松本節子 村田賴
子 保木嘉代 本村興志恵 森實千歳 森田料之 森広子
安田茂子 山﨑公子 山下智子 山下信子 山田郁子 山
西佳那子 湯原隆 吉永裕 若林 稔 渡 辺 博 美
〈兵庫〉 足立千代子 石田祥子 井関喜三 糸木与三郎
稲見文隆 岡谷直子 奥野比左良 釜須由貴美 河合一彰
川端智子 北村俊男 小谷泰司 小林紀子 齋藤美希代
齊藤稔 坂本昌隆 三場敬子 渋野貞子 田井ゆかり 竹
内静夫 竹下恵子 谷田貴子 伊達隆 富澤慎一 豊島昭
三郎 仲井弘子 中塚昭信 鍋谷一枝 西松亘 西脇頼三
根木述史 橋本哲野 長谷川欣司 林恵子 福山紀彦 福
家正見 藤原万枝 藤原定久 藤原由加里 古谷登喜恵
ペロ 眞弓邦子 見正雅之 宮垣初海 森本和子 矢野一
之 山﨑ミユキ 吉田美恵子
〈奈良〉 大西秀明 荻原千鶴江 北川尚子 小西照代 小
林英子 駒沢泰子 竹下一男 竹下雅子 中村研三 中山由
紀子 藤田實 藤原直子 松元明子 山内一男 米沢志津子
橋本千鶴 湯川由美 吉松千恵子 脇 所 仁 彦
佐藤正幸

中武彦

志田昇

島幸子

鈴木由紀男

髙岸成三郎

〈奈良〉 赤土芳郎 中嶋みち子 中西昭夫 本有良子 森

〈北海道〉 牛窪一男 中谷廣治
〈岩手〉 小井田澪子
〈宮城〉 門脇徳夫 津国智子
〈秋田〉 大島正美 工藤克弥 宮腰和子
〈山形〉 細谷利子 森孝
〈茨城〉 黒澤貴子 髙田丈夫 新出晴彦 ミトクン
〈群馬〉 小林美子
〈埼玉〉 秋山寿以 飯塚まゆみ 伊藤信代 内田常太郎
初野和子 二村裕 水村定男 村山敬子 森江進 山口和子
〈千葉〉 金子堅吾 国分伸孝 坂本徹眞 菅原キワ子 土
屋美壽々 土井道子 長谷川紀夫 増田幸子 丸本忠男
〈東京〉 海老原栄子 太田智子 加賀見由美子 加藤千恵
今 野 真 機 子 櫻田 敏 子 笹 井 シ ノ ブ 塩 野 博 髙 橋 葉 高
谷ヨシヱ 平山由美 三嶋元 山田喜一 山中秀彦 脇坂薫
〈神奈川〉 芦田和政 飯田正二郎 内田良和 梶原孝久
橘内美紀 鈴木道子 寺居澄江 寺沢勢津子 中谷礼子
西亀みすず 林部千代子 松田守 三原光弘 横井凛美子
横山み江
〈新潟〉 佐々木雪子 那須カズ子
〈富山〉 吉岡美枝
〈石川〉 畑中弘吉
〈福井〉 佐藤みすづ
〈山梨〉 桑名壽賀子
〈長野〉 半藤由枝
〈岐阜〉 青木三重子 山北文子
〈静岡〉 石垣亨 小笠原勝 熊本篤 小山はるみ 富田
良三 橋本太嘉子 蓬台みとる 増田冨志 若林裕子
〈愛知〉 大橋登代子 川瀬栗子 後藤久恵 宝木勲 立
花いく 服部かね子 皆川登喜子 三輪秀美 村田滋子
〈三重〉 犬飼智子 貝梅孝男 垣内昭子 辻ヶ堂恵美子
〈滋賀〉 蜷川三知子
〈京都〉 佐藤純子 中西正彦 西川晶 山田陽一
〈大阪〉 藍谷英子 井上美代子 岡本礼子 木村好子 近
藤秀子 髙橋佳子 中西延子 中西弥惣二 春木勝江 舩原
恭子 桝井順子 村井好野 安田真理 矢野薫 山田かつ代
〈兵庫〉 安東カツエ 石川一幸 尾崎郁子 金笠恵 久
保田尚武 小林常和 田中喜久枝 寺尾満智子 野口郁子
馬場健三郎 福山弘子 森本翠 森脇智佐子 渡部房美

六段 ◦新昇段者 154人

〈宮崎〉 菊池美穂子 首藤正一 西岡正徳 矢野英子

〈奈良〉 西田まどか 米本直子
〈和歌山〉 川口恵美子 寺井紀美
〈鳥取〉 中村雅代 野坂はつ子
〈島根〉 荒木美季子 奥野博文
〈岡山〉 遠藤巨城 大取利恵 延江由貴子
〈広島〉 掛谷結香 川本邦生 中谷正弘 中畑實 野山
美代子 松尾裕子
〈山口〉 石村良太 井上順子 金谷勝男 木島千鶴 黒
澤隆 白石玲子 山根和子 吉村珠代
〈香川〉 後藤ちづる 野上直樹 由井礼子
〈愛媛〉 河渕康子 吉田一生
〈福岡〉 上西マチ子 岡田千代子 來嶋裕子 原田秋江
樋口一子 山田弘治
〈佐賀〉 菊池尚子
〈長崎〉 岩崎由紀夫 川口栄子 川口鈴代 黒﨑伸子 篠
勤 新本幸世
〈大分〉 伊藤真裕美 江藤登美 大塚千尋 河田英文 平
野正義 渡辺克典

代

〈茨城〉 池田文子 大森幸子 齊藤敬 齋藤樹 坂井千

〈和歌山〉 岡部邦子 長田浩子 川村さつき 中野稔
〈鳥取〉 山下操
〈島根〉 大畑孝子 狩野恵子 坂本礼子

七段 ◦新昇段者 291人
〈北海道〉 秋山暢子 阿出忍 大沢倫子 太田圭子 後
藤朝美 鈴木信子 高宮正子 山 田 和 美
〈青森〉 加藤文男 柴田喜美子 嶋中洋子
〈岩手〉 伊東邦子 大沢たじ子 戸田清和 畠山伸男
〈宮城〉 加藤文子 金子康秀 斎藤勝 嶋田鼎 備前辰男
〈山形〉 奥山ヒデ 北川美智子 菅原祐二 鈴木攝子 北
條幸子 横尾齊
〈福島〉 小山賢次 斎藤幹夫 八巻功 渡部公
〈茨城〉 鬼沢周司 玉木泰也 宮澤雄一
〈栃木〉 清水むつ子 ナンチャン 前原久枝
〈群馬〉 中嶋重利
〈埼玉〉 天尾美子 今村君子 上野郁夫 久野澄恵 坂
根幸次 坂本弘生 清水貢 清水充 須川英一郎 杉山和
穂 簾内隆一 田中さと子 松岳俊一 松倉悦子 松倉政
子 毛呂葉子 山田猛男 横山喜 代 吉 住 浄
〈千葉〉 味岡恵子 安達元明 伊東千鶴子 榎本明 大
金蓉子 太田一幸 加藤克之 上村実川善 佐藤博子 佐
藤弘 鈴木富 髙橋澄子 中村正 夫 本 多 正 松 原 敏 子
〈東京〉 安居院宏子 井澤宏一郎 上野正勝 内田葉子
馬田宏 大谷勝英 岡田理 近藤明彦 後藤昌之 佐々木
恭子 島崎正造 髙橋昌子 橋倉治美子 初瀬久美子 馬
場裕紀子 藤尾紀子 藤田肇 古木節子 細見貴美 松村
彩絵子 村瀬敏子
〈神奈川〉 池野貞子 石川きく江 石田高志 小川和徳
小川貴代 金光章子 金子邦子 黒瀬弘紀 近藤京 斉藤
有希子 佐々木輝明 塩田耕治 鈴木三郎 諏訪潔 田村
あや子 中名生和子 中村昌廣 西川邦子 野尻俊雄 人
見綾子 藤田宏 三澤慶祐 水口洋美 三堀紘一 村上恵
子 村上高行 森川正雄 森美佐緒 山口由美子 山崎哲
義 山﨑春夫 山根有佳 渡辺敏
〈新潟〉 赤沼フサ子 齋藤進 髙橋真理子 宮澤久美子
〈石川〉 大岩靖
〈福井〉 武田敏夫
〈山梨〉 重田とし子 中村隆蔵 松田伸夫
〈長野〉 大林千寿子 小林佳津子 酒井倫子 西村万壽
保 宮澤祥子 柳澤恒久
〈岐阜〉 川元義弘 栗田正光 児玉至 近藤和子 近藤
直義 柘植繁子 藤原健吉 堀江 清 水 野 千 恵 子
〈静岡〉 石川幸治 島田浩美 鈴木富美 塚本久美子 寺
田きよ子 松本利恵子
〈愛知〉 石山清子 井上清美 大島真知子 大橋典子 甲
斐貴子 河合正年 久野富枝 熊谷豊 小南千秋 佐藤知
代子 佐野明 鈴木いね子 土田貴代 平松由美子 堀川
恭子 本多敬勝 前野幸子 山本 四 郎
〈三重〉 阿部典子 泉和子 小林里恵 駒田敦子 酒徳
博 清水光子
〈滋賀〉 岡本都子 福屋賀旭 松田保三 三菅玲子
〈京都〉 荒賀貞行 片桐言 五藤耕之助 佐道正實 下
西隆子 谷本道子 長谷川正國 吉 田 明 子
〈大阪〉 浅田禮子 池端京子 井村隼啓 植田定亨 上
田外男 貝原滋美 門脇喜美子 金子博之 川田元弘 木
内婦起子 木ノ島雄介 京尾谷美和 関豊 髙畠伸 田口
清隆 竹山康次 玉岡雅晴 中江美穂子 中川ふみ 中村
隆文 西林勲 西義昭 東野マリ子 藤田寿美子 松嶋洋
子 丸山槇子 三野恵美子 八木敏和 安田安子 柳澤和
子 柳本和良 柳本博子 山田恵 子 山 田 信 子
〈兵庫〉 石井敏子 勝矢修 亀井公江 河田厚子 柴﨑
孝晋 末弘繁 佃弘子 中田利行 長尾紋直 三浦弘子
南幾子 安田庄一 山根正志

林幸雄 宮内隆夫 森本千里 山本優美子 吉田美恵子
渡辺ろく
〈栃木〉 柏井周子 くまみ 清水孝貤 山下勝
〈群馬〉 田口静夫 中村芳美 長谷川保雄 御供英宏
〈埼玉〉 荒井都 荒木美恵 岩名滋 岩野恭恵 大眉明
男 奥村文子 尾坂美保子 小澤洋子 小野博康 梶祐規
郎 勝田博子 川島清子 桑島柾子 佐々木博 座間勇司
塩澤稔博 清水典彦 高岡典子 出井一朗 遠山しづ子
冨永勝子 成島範夫 野沢義明 平山久次 廣瀬文裕 福
家弘美 布沢邦子 藤本茂美 松本きみ子 米山美智子
〈千葉〉 網中修人 荒川正紀 伊藤博 岩清水忠 上竹
浩美 江口輝夫 枝直良 海老根由憙夫 大河原千代子
片岡和美 河原田みゆき 輿水ただし 小原紀代子 佐藤
文雄 柴田泰雄 島田和彦 下村宏 鈴江宏一 関美智子
髙橋妙子 高橋健代 田上龍男 中井猛丕 長谷川保男
長谷川行夫 原光希 福井幸信 藤原博義 前田元子 増
田曻 三谷隆信 三富典子 向山栄喜 吉﨑晴彦 吉田喜
義 吉永永子
〈東京〉 阿部純子 石神均一 石関昇 一志巖 伊藤な
おみ 稲永美智子 大川ゆかり 加治純子 北川いづみ
國田敏子 小板橋隆明 河野直子 河野秀子 小菅充子
小林裕子 小村田昌平 紺谷嘉 齊藤きみ子 佐伯寛 櫻
井理恵子 佐藤ふさゑ 鈴木厚子 鈴木朋子 清野広司
瀬戸秀俊 園田三咲 竹内二郎 田端幸子 塚元蓉子 鳥
居達次 鳥巣紀美子 西田ミサ子 西村昌太郎 布川豊
根岸栄次郎 野本厚子 原田玲子 伴由美子 平田末子
平山薫 古林久 堀江勘三 松岡哲 松本恵津子 水田裕
子 水野みゆき 宮﨑克彦 村田好司 柳沢道子 山内泰
子 山田真穂 山寺巳代子 山中秀子 山本浩矢 吉田憲
司 吉田忠文
〈神奈川〉 青山愿子 秋本正義 秋山京子 石川國彦
伊藤ツネ 岩崎峰子 牛田由美 臼井昭子 大髙喜代子
大藤節子 大矢征 尾縣道子 小川孟 小野利美 梶原正
義 金子恭子 金子ひとみ 鴨志田成男 川辺義和 菊池
節子 北見玲子 櫛橋小夜子 熊田スナホ 樹神修治 齊
藤岳夫 櫻本武志 笹本裕子 三野寛 塩原捷子 下中君
子 菅原多喜男 鈴木幸子 鈴木達己 惣田薫 曽我喜代
子 園田陽一郎 髙島ひろみ 田草川清 仲田延江 中原
鐵治 夏目いづみ 西山昌子 二宮フミ子 野沢徳子 橋
場邦昭 長谷川広 原美代子 広瀬敏明 藤野裕二 本多
輝雄 前田沙也香 町田恭子 松本洋子 満木秀親 宮崎
英幸 武藤とせ子 盛田光子 矢﨑奈緒子 山田幸子 山
中和正 吉田なおみ 吉田宏子 渡辺欽也 渡辺美代子
〈新潟〉 小方イツ 川村朝子 轡田昌子 榮妃佐子 品
田眞知子 角谷恭子 目黒和徳 山岸千鶴子
〈富山〉 北野申喜
〈福井〉 小山千賀 猿橋啓五 戸田まゆみ 元治香織
〈山梨〉 一瀬寿恵子 鈴木博 松本重世
〈長野〉 秋山稔子 荒川元男 一ノ瀬美紀子 金井たか
子 小林ひろ子 篠田仁宏 常盤昌利 中野恵子 萩元貴
子 前田保 松木正典 満澤博雄 山﨑和子
〈岐阜〉 小田恵理佳 鍵谷誠 木野村甚七郎 山内久三
山田成子
〈静岡〉 安藤温子 安藤香 石川千鶴子 石川博行 伊東
喜 美子 伊 藤 初 代 宇 佐 美 雅子 勝 亦 誠司 久 保田隆 人
鈴 木 潔 寺西 依子 中 川 美 恵子 成 瀬 恵 美子 野 澤 圭子
半田記子 松下盛光 森島久志 百合山万里子 渡瀬美与子
〈愛知〉 伊藤智子 大谷節子 岡部芳江 小澤さよ子 加
藤清 金子加久子 沓名美枝子 櫻井愛子 櫻田陣朗 佐
藤由利子 杉岡昌子 鈴木京子 髙田すみれ 武井千恵子
田中忠弘 棚瀬康弘 佃せつ子 中野秀昭 南部弘 野嶋

谷陽三

〈島根〉 名越澄子
〈岡山〉 衣本憲市 ゆまき
〈広島〉 大河原公枝 尾谷孝 田部恭子
〈山口〉 鑑光博正 武居啓子 田原一栄 平尾ミヨ子 村

五段 ◦新昇段者 85人

〈香川〉 大西イトヱ 永谷榮一
〈高知〉 杉本秀治
〈福岡〉 井上章三 福永庸子 柳原喜士博
〈熊本〉 古賀譲兒 美川貴美子
〈大分〉 竹下照美

〈北海道〉 伊藤桂一 寺澤徳彦
〈青森〉 飯田千鶴
〈宮城〉 服部洋子
〈秋田〉 加藤茂行 佐藤ケイ子 佐藤健治 霜田絢子
〈茨城〉 今井康之 七海康光
〈群馬〉 青柳喜久代
〈埼玉〉 大森夫規子 笠木透 川島由美子 藤縄直 本
横田秀雄
山堯

吉優

星野利雄

松川栄子

ルナッツコグマ

〈千葉〉 石橋寿慧 鈴木英明 野村幸枝 村上範雄
〈東京〉 大﨑榮三 坂本はるみ 相馬サチ 原澤幸夫 藤

松島愼和

〈神奈川〉 天羽深雪 石井ふゆ子 遠藤洋子 木村充子

原幹雄

平野眞五郎

〈新潟〉 小川茂
〈富山〉 木村虎太郎 横川久子
〈福井〉 渡邉千代子
〈長野〉 岡澤今朝仁 保屋野節子
〈岐阜〉 山下富江
〈静岡〉 大前二三子 長田富美子 川本泰正 中村頼實

摂

横山嘉子

〈愛知〉 鴨下巳津子 近藤景介 平野徳美 水野梓
〈三重〉 小林恵子 西岡眞澄
〈滋賀〉 乾明美 酒井洋子
〈京都〉 内柴正臣 大澤カツ子 中村範子 向井和子
〈大阪〉 井上三知 田堀豊 中町國稔 詠田邦子 冨士

宏

渡邊安子

〈兵庫〉 辻光章 西岡修曜 東山恵子 牧野正登
〈奈良〉 石田勝子
〈岡山〉 片沼晴子
〈広島〉 稲井紀子 倉本美雪 檜垣佳子
〈山口〉 原田洋二 村上祐三
〈愛媛〉 鎌田一恵
〈福岡〉 寺田美恵子 野田照幸 野田好美 原口涼子 牧

四段 ◦新昇段者 76人

〈宮崎〉 冨吉幸徳
〈鹿児島〉 宮下久子

〈北海道〉 酒井啓子
〈岩手〉 駒木美和子
〈宮城〉 杉山秀子
〈秋田〉 太田順吉 三浦敬子
〈山形〉 加藤健次郎 三河輝夫
〈福島〉 兼子奈緒美
〈茨城〉 石塚多喜造 大野サトイ
〈栃木〉 津久井正江
〈群馬〉 太田孝子
〈埼玉〉 岡野しょう子 齊藤義夫 千葉和美
〈千葉〉 岩崎行夫 内山潤次郎 豊田百合子 村山慧子

富子 福永秀雄 古川敬二 不破尚子 前田正子 森部松
男 八木融子 横井和美
〈三重〉 伊藤知恵子 伊東均 内田貞男 大西喜子 岡
本浩平 擧市慶子 佐野衣公子 鈴木克育 服部壽夫 村
田良克 山羽花子 吉田百合子
〈滋賀〉 稲本郁子 井上賢三 岩崎甚三郎 小森幸子 佐
藤淳 角川彰子 谷口かよ子 堀内典子 森本清嗣 湯次
洋之
〈京都〉 池田君恵 大作省吾 鴨井たかこ 川上一清 佐
竹順子 椎名祐治郎 庄司和也 辻川吉郎 野夫井正作
南元健治 山田浩司
〈大阪〉 芦田久美 生村典子 伊敷勝 礒田一夫 井上
敏夫 岩見静子 大礒悦子 大河内修二 岡本新樹 奥野
友美 奥村隆 熊原智子 桑山理衣 小西和郎 小西洋之
祐 近藤祥子 坂口いずみ 曽我部正彦 高峰靖子 竹島
美代子 田坂英二 田中智 筒井康子 椿本敬子 留河友
子 虎井勝義 土肥敬二 中野禮子 中原百子 中川満弥
鍋島洋子 西田勝男 西田泰子 根木美栄子 野間浩平
樋口万有美 深澤一男 堀切英子 堀順子 丸山和彦 三
谷悦朗 峰川弘志 山田強 湯川賢治 渡邊盾子
〈兵庫〉 石田剛三 板木義法 市成基司 上田保彦 内
海明子 宇野和子 漆原真利子 大谷忠次郎 奥野琢哉
木島正彦 楠井晶子 久米裕子 櫻井聖子 鮫島恭一 末
吉信昭 関禎男 棚橋隆 土井文代 長尾友美 南利泉
西野明子 蜂谷公子 福家博子 藤本美知子 古島正子
前野洋子 三木三良 道又俊治 森田千年 森美恵子 山
藤耕司 吉津淳子 吉野英子
〈奈良〉 荒堀佳子 枝川加代子 大林辰二 北野勝二 小
林眞 肥後悟 堀川利信 堀憲一 森本淳
〈和歌山〉 坂本智 仲井都美 西崎昭
〈島根〉 後藤勝彦 瀬尾忠
〈岡山〉 朝倉幸子 犬丸雅文 中藤秀三 成廣暢子 松
本克也 渡辺伊津美
〈広島〉 井下春子 恩知紀子 金田迪子 黒飛マサ子 坂
田誼之 佐藤美帆子 谷村喜代美 大樂智恵子 寺元利治
奈良井憲正 福本雅之 藤村良夫 堀尾真知子 松井芙美
松本和美 山本澄子 吉岡孝子
〈山口〉 赤松きくえ 石井清美 梅津弘美 川口智裕 川
本恵子 小林直人 佐々木實千代 実広孝江 田中洋子
中村芳弘 庭野美智子 羽柴征子 藤井秀美 村上信行
吉中直美
〈徳島〉 岡本慶子
〈香川〉 越智明己 香川妙子 橋本公 真鍋令子
〈愛媛〉 大谷さち子 髙山早苗 田坂喜久子 西山久美
子 新田明 水口秀治
〈福岡〉 阿部安子 荒牧信子 入山忍 上村スイ子 江﨑
久人 小俣博子 香月セイ子 川添健二 神谷淳子 白石
哲朗 滝とし子 田村憲一 津城紀子 中山冨美子 蜷川
登美子 原國夫 原田浩 東正明 廣瀬陽子 渕上博次郎
松尾弘子 矢野みどり 吉田俊二 吉永正人 渡部裕子

嘉久 松本美恵 水町信行 雪田多美子

〈佐賀〉 北島文子 倉持泰男 杉山道子
〈長崎〉 一瀬アキ子 井上忍 井上温子 堺幸子 谷口

代子 田端宜仁

〈熊本〉 奥村恭久 小原昭子 小原泰昌 平茂之 平千

藤房子

豊後梅 宮川順子 和田仁人

〈大分〉 赤嶺瑞代 小田雅文 佐竹紀道 佐藤淳子 佐

本康子

〈宮崎〉 児玉妙子 中村春夫 永沼智昭 野村美和子 藤
〈鹿児島〉 中澤桂子 永井勝二郎 長田拓郎
〈沖縄〉 桃原用光

三好英明

宇田郁子 大成淳二 三谷光恵
福田裕子 森重雅子 大和美智子

〈東京〉 相原星一 池田信夫 海野淑子 片野坂勝代 国
吉文子 桑原透 白井大智 館小夜子
〈神奈川〉 飯沼寿代 柏木忠明 金原八重子 神原敬子
佐々木光枝 野村有子 安平聖子 柳沢美智雄 山本三夫
〈山梨〉 山口さゆり
〈長野〉 髙野亜佑美
〈静岡〉 鈴木浜子
〈愛知〉 関本邦雄 平野亮二 牧野亜由美 山口三枝子
〈三重〉 加藤忠男 宮崎公子
〈滋賀〉 西村忠員 百田勝彦
〈大阪〉 井手口瑞江 太田雅昭 大西宏明 坂本健一郎
沢田民造 菅原昌子 杉本教子 名倉みどり 藤井孝道
正木充子 和田実
野中正義 松尾かよ子 森ゆう子
〈兵庫〉 新白和子
〈岡山〉 柴田宏子
〈広島〉 安藤良子
〈山口〉 中杉忠則
〈徳島〉 稲井正吉
〈福岡〉 古賀尚美
〈長崎〉 東弘子
〈大分〉 舛川俊英

奨励会 ◦新昇段者 63人

田村かず子 西田ペロン

三橋真佐子

〈北海道〉 上田智子 寺田育子
〈青森〉 沼畑スミ子
〈宮城〉 木村喜多美
〈秋田〉 佐々木夏子 佐藤睦子
〈山形〉 永井明
〈群馬〉 田村美千代
〈埼玉〉 井上悦子 前園三枝子 山影哲郎
〈千葉〉 榎本行夫 西川津恵子 藤原敏明 山川仁司
〈東京〉 尾花正利 服部聖子 箕輪正和
〈神奈川〉 梅原範子 坂本はる子 杉山文子 瀧澤照子

子 水越あけみ

〈新潟〉 小川雅浩
〈福井〉 田中恵子
〈山梨〉 佐野進
〈長野〉 平田柳子
〈岐阜〉 西村桃子
〈愛知〉 伊藤英夫 小島昇 児玉雅範 花村春美 幅裕
〈滋賀〉 奥宏行
〈京都〉 坂田勝子 田村透 日夏一雄 船田誠津子
〈大阪〉 寺西和 中原宏 水島和美 吉川和子
〈兵庫〉 河田啓介 黒澤秀樹 堂本真子 山下昌子
〈岡山〉 藤田明彦
〈広島〉 佐藤弘美 皿海久甫
〈山口〉 金海暁雄 櫛﨑幸子
〈徳島〉 髙橋静子
〈香川〉 三谷節三 山野裕章
〈福岡〉 古川ヨシヱ
〈熊本〉 嶌崎忠治 田埜弘幸
〈大分〉 関谷政雄
〈鹿児島〉 井ノ上修 西留さゆり
●最新の漢字杯昇段者のお名前が、朝日新聞出版のホ
ームページで確認できるようになりました。
https://publications.asahi.com/ecs/107.shtml
をご覧ください。
●お名前に誤りがあった場合には、編集部までご連絡
ください。 E-mail wa-minkan@asahi.com
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