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＜福岡県＞
中村　達徳 加藤　一夫 川野　喜克 牧　一雄 古賀　好夫
白石　利治 堤　瑞哉 龍　俊夫 石橋　秀次郎 吉本　征一
荒木　磨由美 野崎　文夫 浅川　久司 馬場　稜夫 田村　省三
古賀　甚三郎 諸冨　利光 古賀　タマノ 武田　勤也 服部　梅子
岡﨑　重人 仲野　等 野口　京子 加賀田　節夫 熊丸　徳男
安達　征夫 北島　清臣 中尾　輝代 加藤　静 冨田　郁夫
龍　縣一 田島　ヤスエ 古賀　和雄 前原　英樹 諸藤　照子
酒見　繁治 塚本　台六 古賀　マサ子 牛島　保信 松尾　町江
花田　博和 江崎　時義 藤岡　種徳 春口　和夫 竜口　登志貴
白石　利治 岡　初男 金田　芳樹 古賀　学 高椋　典行
塚本　勝 森田　諭 大橋　志津香 木築　忠臣 千田　明子
越智　幸子 下村　達 首藤　悦二郎 佐藤　哲也 劉　正道
金子　新一 岩永　龍雄 田代　知子 加藤　静 前原　正博
山口　あい子 立野　マサノ 廣松　美江子 喜多　新 濱橋　美智子
馬場　博 時山　徳子 森田　光則 花山　紳一郎 生住　岑夫
原口　みつ子 柴原　なち子 出口　静子 高倉　智敏 松本　太一
内倉　克憲 吉田　五十六 土田　竣策 馬場　初義 松田　信明
平井　俊一 大隈　俊彦 豊永　信子 城戸　フクエ 土師　輝明
佐藤　美喜男 芹田　憲祐 坂本　真素美 木島　敏夫 江口　鉄美
久間　ヤエ子 三浦　美知子 中野　悟 小松　義実 栗原　延喜
前田　忠志 岐部　六彌 佐川　順哉 宮本　孝也 中村　泰介
古賀　美子 細田　増夫 大曲　孝幸 喜多　寿一 吉開　廣實
森田　ヒロエ 古賀　義信 喜多　新 横田　正勝 池上　サキ子
新谷　チエ子 井口　フミエ

＜佐賀県＞
最所　正徳 北村　泰 久保　満之 渡辺　和徳 福島　一隆
小笠原　松次 平野　朱美 神近　英明 川﨑　茂一郎 西國　利満
権藤　文義 家永　煕 宮崎　正人 神近　英明 松尾　菊美
野副　栄次 田口　浩 中林　二三子 八谷　茂樹 横田　ハルヨ
楠田　アヤ子 及川　弘子 宮﨑　数江 高柳　秀四郎 大坪　武信
中島　満 野副　栄次 松尾　煕 富石　紀壽男 北村　務
本村　長幸 北村　喜義 江原　博 溝上　貞男 江島　學
中川原　洋 西村　義次 森　和義 湊　義範 愛甲　博光
下平　宏 本村　雅 大石　克人 筒井　義隆 北村　エイ子
金谷　繁 森山　邦男 田口　英明 松尾　菊美 田口　浩
北村　務 前山　博之 川原　高文 田口　浩 西　ミツ子
岩下　レイ子 最所　正徳 森　幸 古川　道雄 田中　敏夫
田中　逸夫 内川　梅雄 渕　清己 大石　清次 高岸　与士秋
北村　務 寺田　博明 前田　弘一 江口　正行 下津浦　俊子
小栁　テルヨ 高井　美好 宮地　義昭 田口　英明 樋渡　洋子
古澤　妙子 野副　栄次 奥山　安幸 野田　國男 野田　國男
森園　海征 篠原　文子 矢渡　忠治 國分　鎭彦 田代　利男

＜長崎県＞
安木　正代 松尾　勝行 有田　健二 松井　勝美 堤　了
下原　清孝 豊永　フキエ 江頭　照江 草野　壽子 高石　猛
江濱　喜郎 下田　正則 野澤　清 荒木　朝子 森　昭子
吉村　三俊 澤部　司郎 一瀬　博 藤野　輝也 西村　初男
宮原　貞純 中島　一憲 堀　久 益田　満智子 梶原　喜代治
宮崎　健一 太田　修 向井　正人 城臺　泰蔵 入江　良隆
佐々木　恵子 川口　常雄 江浜　雅子 鬼木　千鶴子 山口　十三子
入籾　和子 松葉　孝人 梯　克彦 大石　和代 江本　正義
亀井　喜代子 坂本　義春 入江　勇 岩崎　孝明 川谷　重幸
広重　満枝 梶山　秀継 和川　勉 岩永　信男 松葉　孝人

＜熊本県＞
田中　悦子 坂尻　瑠美子 猪島　一明 橋本　一郎 田上　亘宏



　ダイヤモンド賞都道府県別受賞者一覧 2 / 3 ﾍﾟｰｼﾞ

日本協会受付分)(2018年04月01日～2019年03月31日

＜熊本県＞
秋吉　睦夫 豊永　芳子 中嶋　久勝 赤星　友宥 本田　登
谷端　日出登 松本　ヒサ子 中川　タマキ 西山　一 嶋村　一美
堀下　前吉 泉　昭一 髙木　義正 園田　教子 吉村　元明
前田　マサエ 姫野　三郎 村上　勝也 篠原　憲 矢野　宏往
中本　ミサオ 石原　明子 南　勲 杉本　敏男 緒方　朝子
武井　邦代 瀬高　正美 石田　和喜 中村　幸子 福山　一也
山崎　昌市 鍬守　義輝 西　美和子 坂田　直久 穴井　康介
佐藤　ヒサコ 髙村　文次 矢野　宏往 武田　義男 梅木　武夫
鑓水　立夫 後藤　實 平野　春光 宮崎　真澄 永井　止
佐々木　悦子 坂本　辰代 中神　昭子 吉川　和子 坂口　正
吉永　光治 桃園　道則 平根　邦晴 土肥　紀美香 坂口　行宏
北村　美佐子 野尻　和徳 平井　哲美 西原　公儀 森内　大勝
山中　勇助 坂本　悦男 中川　紘二 中田　孝義 齋藤　實
伊藤　クニ子 松川　洋 岩本　三智也 馬野　美智子 濵　末廣
友田　義勝 津志田　房子 河野　秀子 坂井　直之 友田　吉光
武田　幸義 井上　紀和子

＜大分県＞
小野　豊 加藤　洋三 佐々木　信行 穴井　久喜 大口　友典
河野　廣繁 植木　綾子 岩崎　金吾 松村　二郎 阿部　泰彦
中越　信子 池ヶ谷　三男 畑田　敏彦 林　ケイ子 広嵜　栄
麻生　靖子 羽野　辰美 麻生　展子 舩倉　公 小春　美喜子
白石　恭基 児玉　功 小野　幸子 増永　キヌ子 坂本　信行

＜宮崎県＞
市坪　シゲ子 冨田　好明 渡部　俊子 坂下　修身 出水　等
下沖　ミチエ 永友　正 福元　輝文 深川　幸子 杉田　恒憲
小林　稔静 橋口　与一郎 井脇　満敏 大丸　ヨリエ 浜内　正孝
末原　勝 黒木　邦博 青山　茂光 入佐　トシ 長友　稲雄
高野　慶喜 伊福　スミ子 川良　シズ子 長嶺　久子 北村　勝枝
池田　月船 有藤　計一

＜鹿児島県＞
竹下　勝子 岡村　昭子 立山　早美 畠田　イツ 末重　のり子
松下　一男 中島　ひろ子 川口　淳子 小牧　昌之 鎌迫　友三
益山　千人 橋口　和喜男 池下　博俊 竹ノ内　龍雄 新川　和子
三ツ澤　悟 大窪　京子 久木田　正美 野村　フサ子 吉岡　徹
牧山　俊一郎 住吉　芳子 満石　勉 東郷　清治 谷之上　良子
柳　孝子 畑中　一 川村　雅子 徳留　ノブ子 井上　スミ子
井上　喜一郎 入木田　信一 上野　昇 上床　正範 徳丸　岩男
平山　龍郎 山中　米雄 田辺　博 中園　昭利 野井倉　恵美子
島崎　久美子 丸野　泰治 益田　久枝 野下　博子 鈴　いみ子
小城　信綱 柳原　茂治 内木場　義友 京地　照男 伊東　俊治
児島　多津子 志村　美津江 前田　勲 土屋　宗征 福里　光子
西川　昇 壱岐　ヤス子 脇田　厚子 木佐貫　喜代子 林　和子
福嶋　エミ子 大田　一二三 大里　淳子 園田　強 井之村　哲男
益満　霞 永吉　スミ子 川﨑　安雄 矢野　一彌 柴田　雅子
吉元　藤義 川又　マサエ 串田　貞雄 下宮　寛海 下村　シュウ子
島本　宗治 松園　ミチ子 東　孝子 桐原　好昭 小野　孝子
花原　正己 徳永　哲士 芝原　仁 芝原　安子 今村　篤雄
宮瀬　保 西　ツキエ 井手上　敏彦 小牟田　俊夫 益山　茂
岡留　安夫 花原　正己 大塚　順子 中薗　和海 大久保　秀昭
若松　茂 白坂　昭子 森山　準二 神園　章 伊瀬知　アヤ子
馬場　ヨシエ 今村　紀雄 深江　正清 新留　勝郎 秋丸　ゆり子
吉永　淳子 岡本　加代子 武田　義洋 溝口　修一 大山　眞智子
小川　誠一郎 倉岡　道男 徳永　順子 槐島　和子 松枝　洋一郎
永吉　久夫 新屋　照子 永田　孝 池増　直敏 宮下　正寿
中村　義秋 平田　一郎 有村　德子 池袋　美也子 前野　育造
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＜鹿児島県＞
丸目　弘行 荒武　章 関　悦治 二石　モエ 内倉　亨
林田　道子 中吉　武彦 福島　督 花木　浩 折田　悦子
西山　寛一 神田　悟 芝原　良明 田中　ナツヱ 浜崎　孝一
東穂　茂夫 牧窪　ミチ子 川俣　トヨ子 福元　耕市 川原　徳子
鎌田　治 岡山　マリ子 迫田　節子 大久保　美喜子 前田　正人
片平　茂夫 坂口　浩子 長瀬　さき子 二見　安正 大田　一二三
内　賢一 佐野　義幸 前段　スズ 江口　サチ 原口　廣光
森元　智恵子 五代　豊一 日高　正秀 永谷　厚幸 跡上　満寿江
山平　多久美 馬込　由美子 上薗　修 原田　三郎 中馬　美代子
前迫　ヒロ子 奥村　ムツ子 永田　孝 松元　亜紀子 米澤　末彦
後潟　明 鬼塚脇　章 坂元　輝夫 新西　ヨツ子 一松　辰雄
岩永　良弘 山田　政秀 森　和子 枦山　セツ子 前田　泰秀
白川　清教 小園　寿次郎 鮫島　澄男 東後藤　紀廣 有村　アツ子
竹下　一男 馬場　貢 久保　辰美 有村　のり子 内海　五十六
榎屋　清孝 三反田　トミ子 中村　正 内田　徹幸 田中　美好
寺川　敏夫 中薗　善信 増田　昌子 田島　ツル子 堀之内　ヨネ子
東　伊智子 宮内　文晴 馬込　忠実 新町　博 川畑　勝利
馬庭　美江子 竹内　ミツ子 柿元　洋子 下薗　千惠子 地寄　誠
櫻井　勝芳 笹山　孝治 立山　松義 杉田　光子 川原　秀行
岩川　一夫

＜沖縄県＞
松堂　邦彦 宜野座　功 前津　澄子


