
第71回　示現会　一般入選者名簿
都道府県 初 氏名

1 北海道 阿部　勝美

2 北海道 ○ 加藤　貢

3 北海道 ○ 杉本　繁久

4 北海道 中畑　要子

5 青森県 大嶌　雅子

6 青森県 大浪　洋二

7 青森県 黒沢　みゆき

8 宮城県 梅津　恵子

9 宮城県 片平　芳枝

10 宮城県 鎌田　亀一

11 宮城県 山田　祥子

12 秋田県 ○ 加藤　新市

13 秋田県 ○ 佐々木　清

14 山形県 ○ 小家　盛男

15 山形県 春日　俊秀

16 山形県 工藤　純子

17 山形県 橋爪　彰

18 山形県 矢萩　厚

19 茨城県 中津原　徹雄

20 茨城県 中津原　とよ子

21 埼玉県 伊藤　洋一

22 埼玉県 井上　忠久

23 埼玉県 ○ 井原　輝義

24 埼玉県 大森　光芳

25 埼玉県 奥山　富勝

26 埼玉県 澤村　稔

27 埼玉県 鈴木　正夫

28 埼玉県 ○ 土屋　和也

29 埼玉県 中村　卓

30 埼玉県 ○ 萩野　淳二

31 埼玉県 藤澤　慧梨子

32 埼玉県 村上　尚久

33 千葉県 石橋　敏夫

34 千葉県 榎本　晃

35 千葉県 大矢　智



都道府県 初 氏名
36 千葉県 岡田　智代

37 千葉県 ○ 北川　寿明

38 千葉県 小林　貢

39 千葉県 小堀　文雄

40 千葉県 齊藤　博文

41 千葉県 末沢　宏

42 千葉県 瀧口　裕子

43 千葉県 中原　和夫

44 千葉県 西島　隆史

45 千葉県 松尾　洋子

46 千葉県 三浦　隆子

47 千葉県 ○ 宮澤　栄子

48 千葉県 ○ 宗方　等

49 千葉県 諸橋　ひとみ

50 千葉県 谷古　善昭

51 東京都 池田　加代子

52 東京都 石川　征都子

53 東京都 伊藤　昌子

54 東京都 臼田　弘子

55 東京都 大角　啓子

56 東京都 大木　玉枝

57 東京都 岡田　芳子

58 東京都 尾田　勝己

59 東京都 加藤　慶子

60 東京都 茅野　郁子

61 東京都 岸　甫

62 東京都 ○ 北村　三枝

63 東京都 近藤　悟

64 東京都 佐藤　眞理

65 東京都 ○ 菅原　ＦＲＡＮＣＥＳＣＡ　真樹

66 東京都 辻　忠雄

67 東京都 土田　修

68 東京都 内藤　和子

69 東京都 中島　ぶんじ

70 東京都 鍋谷　建雄



都道府県 初 氏名
71 東京都 萩原　重雄

72 東京都 畑中　智恵子

73 東京都 林　美智子

74 東京都 ○ 平林　克子

75 東京都 ○ 広田　俊子

76 東京都 ○ 廣田　文男

77 東京都 藤井　節子

78 東京都 ○ 前島　良三

79 東京都 両角　かつ子

80 神奈川県 梅津　浩平

81 神奈川県 岡谷　信彦

82 神奈川県 ○ 武政　栄

83 神奈川県 ○ 中野　雅利男

84 神奈川県 長谷川　明夫

85 神奈川県 平川　正隆

86 神奈川県 村田　勇雄

87 神奈川県 和田　允

88 新潟県 白井　のり子

89 新潟県 関　明一

90 新潟県 橘　博文

91 新潟県 田辺　佳奈子

92 新潟県 ○ 長谷川　八重子

93 新潟県 松原　孝

94 新潟県 弥久保　孝

95 新潟県 横山　あつ子

96 新潟県 若井　茂雄

97 新潟県 若林　真理子

98 石川県 立野　勝彦

99 石川県 ○ 中田　比佐子

100 石川県 ○ 矢野　葉子

101 福井県 西　きん子

102 福井県 橋本　恒雄

103 福井県 山口　榮二

104 福井県 山嵜　昌治

105 長野県 新井　龍春
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106 長野県 酒井　孝

107 長野県 高瀬　大介

108 長野県 松本　晃佳

109 岐阜県 ○ 稲富　康男

110 岐阜県 小野　千恵

111 岐阜県 野崎　庄司

112 岐阜県 渡辺　道也

113 愛知県 ○ 油　三代子

114 愛知県 安藤　道人

115 愛知県 ○ 井田　有香

116 愛知県 井藤　正恵

117 愛知県 弥田　明美

118 愛知県 ○ 川村　末典

119 愛知県 権田　九一

120 愛知県 ○ 近藤　富子

121 愛知県 ○ 庄　辰夫

122 愛知県 中川　隆

123 愛知県 星野　正吉

124 愛知県 森木　明

125 愛知県 ○ 盛田　幸正

126 滋賀県 石田　麗佳

127 滋賀県 星野　誠

128 京都府 ○ 安東　喜美江

129 京都府 石川　貞男

130 京都府 清水　久義

131 京都府 髙木　勝枝

132 京都府 ○ 中島　浩

133 京都府 日野　純一

134 京都府 平田　静子

135 京都府 山﨑　しのぶ

136 大阪府 ○ 上平　祥

137 大阪府 ○ 谷澤　修

138 大阪府 藤原　幸子

139 兵庫県 ○ 今田　大策

140 兵庫県 植野　美知子
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141 兵庫県 ○ 岡崎　葉子

142 兵庫県 亀井　啓彰

143 兵庫県 菊田　誠一郎

144 兵庫県 楠　武人

145 兵庫県 小出　美津子

146 兵庫県 隅岡　精美

147 兵庫県 須山　昇司

148 兵庫県 ○ 寺田　榮治

149 兵庫県 母里　日富

150 兵庫県 松本　ひろよ

151 兵庫県 ○ 宮藤　泰則

152 兵庫県 森　義雄

153 和歌山県 ○ 榎本　雅代

154 徳島県 ○ 岡田　君代

155 徳島県 ○ 柿原　龍文

156 徳島県 佐野　紀子

157 徳島県 谷口　克子

158 徳島県 萩原　典子

159 徳島県 長谷部　直子

160 徳島県 吉岡　厚子

161 福岡県 石橋　喜子

162 福岡県 ○ 一ノ瀬　尚文

163 福岡県 牛島　健

164 福岡県 ○ 江上　法子

165 福岡県 木原　一郎

166 福岡県 小柳　一夫

167 福岡県 陶山　高義

168 福岡県 中里　多美子

169 福岡県 長谷　寿江

170 福岡県 ○ 平川　惠三

171 福岡県 本多　洋子

172 福岡県 森本　絢子

173 福岡県 ○ 山口　淳子

174 佐賀県 篠原　英一

175 長崎県 ○ 松尾　雄志
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176 熊本県 赤塚　真理子

177 熊本県 ○ 野中　正春

178 熊本県 ○ 藤島　ナガ子

179 熊本県 大和　康成

180 大分県 宮﨑　和美

181 大分県 山口　禮子

182 台湾 ○ 蘇　淑敏

183 台湾 ○ 蘇　嘉男

184 台湾 ○ 李　學富

185 台湾 呂　逸群


