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平成 7年より登録開始 

（平成 26年より「主馬神伝流」登録。それに伴い「神伝流」登録該当者を「主馬神伝流」に移行） 

 

 

 

H10 赤崎 誠 鹿児島 

H10 上野 繁樹 鹿児島 

H10 野元 良寛 鹿児島 

H10 堀本 鉄夫 鹿児島 

H11 川畑 惠 鹿児島 

H11 野元 香 鹿児島 

H11 堀本 尚子 鹿児島 

H14 海老原 信也 鹿児島 

H14 豊増 穂積 鹿児島 

H18 米次 秀子 鹿児島 

H19 黒田 玲子 鹿児島 

H19 濱園 卓郎 鹿児島 

H20 斉野 豊子 鹿児島 

H20 鮫島 悦子 鹿児島 

H21 黒田 周 鹿児島 

H22 有水 健郎 鹿児島 

H24 野元 梓 鹿児島 

H25 犬塚 一歩 鹿児島 

H25 片野 由美子 鹿児島 

H29 眞邉 眞智子 鹿児島 

H30 長谷川公則 鹿児島 

R1 黒田 晶子 鹿児島 

 

 

 

H7 岩田 尚子 京都 

H7 小理 勝也 学習院 

H7 柿阪 展子 京都 

H7 田中 英弥 学習院 

H7 松尾 喜代美 京都 

H7 松田 美子 京都 

H8 淡野 健 学習院 

H8 太田 圭子 学習院 

H8 齊藤 靖史 京都 

H8 原田 友子 熊本 

H9 浅岡 泰彦 長崎 

H9 太田 順子 京都 

H9 才津 夕貴子 長崎 

H9 手島 秀智 長崎 

H9 中井 亮 京都 

H9 八田 寛 長崎 

H9 松尾 砂江子 長崎 

H9 三浦 豊 長崎 

H9 山本 晃代 長崎 

H10 伊藤 京衛 長崎 

H10 黒川 真里 京都 

H10 柴崎 直人 学習院 

H10 山村 敦 熊本 

H10 渡邉 マリ 学習院 

H12 多田 信雄 京都 

H12 田上 教子 熊本 

H13 桜井 和代 京都 

H13 土田 博之 京都 

H14 赤星 克比古 熊本 

H14 ｱﾝﾄﾆｰ  ｶﾝﾃﾞｨｰ 熊本 

H14 加藤 裕久 京都 

H14 中西 里佳 京都 

H14 松本 佳子 京都 

H15 荒岡 眞澄 京都 

H15 石川 博子 学習院 

H15 畑本 和郎 京都 

H16 大瀧 佑平 学習院 

H17 稲垣 八千代 京都 

H18 小杉 葉子 熊本 

H19 ｳｨﾘｱﾑ ｼﾞｪﾝｾﾝ 熊本 

H19 城戸 弘史 長崎 

H19 高山 敬子 熊本 

H19 深川 泰之 熊本 

H19 松尾 大地 長崎 

H19 松本 潤一郎 熊本 

H19 森 紘大 長崎 

H20 小谷 有紀子 学習院 

H20 笹井 和子 津軽 

H21 辻 靖子 京都 

H25 荒木 淳 京都 

H25 村田 明子 京都 

H26 石橋 美樹 学習院 

H26 坂本 敦子 学習院 

H26 佐立 治人 京都 

H27 勝方 久仁子 学習院 

H27 前門 孝憲 長崎 

H29 橋爪 克己 京都 

H29 王 智鵬 京都 

 

 

 

H7 土橋 伸子 臼杵 

H9 田中 秀明 大分 

H10 加茂 隆子 臼杵 

H10 橋本 文博 臼杵 

H10 平山 陽一郎 臼杵 

H10 藤澤 貴宏 臼杵 

H10 丸岡 近賀子 臼杵 

H10 渡辺 めぐみ 臼杵 

H12 衛藤 加奈子 臼杵 

H15 西水 克己 臼杵 

H16 羽田 昌代 臼杵 

H17 疋田 尚子 臼杵 

H19 岩井 康子 百万石 

H19 口石 愛 臼杵 

H19 田邊 茂 富山 

H19 西川 義正 百万石 

H19 向川 勇 百万石 

H20 尾本 英臣 百万石 

H20 野﨑 邦明 百万石 
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H20 濱島 加都余 百万石 

H20 森田 克哉 百万石 

H22 金山 富貴子 大分 

H22 宮西 外志男 百万石 

H23 上野 祐 臼杵 

H25 松坂 美紀子 富山 

H27 大久保 新 百万石 

H28 浦 外志子 百万石 

H29 渡邉 乾 臼杵 

H29 谷内 純一 百万石 

H30 館農 勝彦 百万石 

R1 高島 義喜 百万石 

 

 

 

H7 佐相 和希 大洲 

H8 長田 千代子 大洲 

H8 上甲 安代 大洲 

H8 新川 裕康 大洲 

H9 大野 直 大洲 

H14 髙橋 寿子 大洲 

H26 二宮 亮 大洲 

 

 

 

H11 河本 明子 広島 

H11 坂田 優子 兵水連 

H11 森 純 兵水連 

H12 中谷 千映 広島 

H13 福田 悦子 岡山 

H14 加美川 あや子 広島 

H14 高柿 美恵 広島 

H14 立本 ますみ 広島 

H14 二瀬 正女 広島 

H14 山下 正熙 広島 

H15 大倉 綾子 新潟 

H15 西阪 治子 一水会 

H15 廣野 久美子 新潟 

H15 藤田 龍吾 倉敷 

H15 宮崎 めぐみ 新潟 

H16 静川 周 広島 

H17 滝沢 恵子 新潟 

H17 田中 浩子 兵水連 

H17 松田 浩史 広島 

H17 松永 洋平 兵水連 

H18 蝦名 史子 東京 

H18 杉澤 葉子 新潟 

H18 中村 嘉秀 東京 

H18 藤井 美佳 東京 

H18 藤本 みどり 瑞穂会 

H18 結城 光子 東京 

H18 蕨 裕子 東京 

H19 河原 洋子 岡山 

H19 森田 宗一郎 倉敷 

H19 山本 一水 広島 

H20 木原 英男 東京 

H20 田中 正巳 岡山 

H20 千北 嘉子 兵水連 

H20 成毛 眞澄 千葉国際 

H20 原 美智子 兵水連 

H21 上野 剛 倉敷 

H21 笹井 和子 青森 

H21 瀧澤 金次 倉敷 

H21 玉熊 由美子 青森 

H22 井上 由季惠 宝塚 

H22 柴田 倫孝 岡山 

H22 杉島 美佐保 広島 

H22 角南 枝里 倉敷 

H22 角南 有希 倉敷 

H22 原田 昭子 宝塚 

H22 丸山 高司 広島 

H22 山本 伸子 倉敷 

H23 石橋 直子 東京 

H23 大原 裕代 千葉国際 

H23 斉藤 恭子 千葉国際 

H23 宍戸 久恵 千葉国際 

H23 藤澤 せい 千葉国際 

H23 樗澤 真吾 新潟 

H24 上野 すみ子 東京 

H25 永濵 理恵子 兵水連 

H26 荻原 寿代 倉敷 

H26 服部 良一 倉敷 

H26 原 麻由美 瑞穂会 

H26 山本 裕子 新潟 

H26 渡邉 涼子 新潟 

H27 田渕 里枝 津山 

H27 風間 清美 新潟 

H27 合屋 久世 兵水連 

H27 佐藤 文江 新潟 

H27 池田 登喜子 新潟 

H27 今井 己喜江 津山 

H27 圀府寺 るな 宝塚 

H27 胡 泰志 広島 

H27 難波 映二 岡山 

H27 藤原 佳美 游泳 

H27 保田 准 岡山 

H28 甲本 あけみ 津山 

H28 亀谷 千代子 兵水連 

H28 八木 清隆 津山 

H28 後藤 順子 津山 

H29 才田 幸一 広島 

H29 織笠 寿榮廣 広島 

H29 木庭 裕子 岡山 

H29 井上 貴子 倉敷 

H30 吉田 早容 游泳 

H31 吉岡 優 游泳 

R1 三條谷 岳 新潟 

R1 国好 雅夫 広島 

R1 三輪 千子 松本 

R1 伊藤 秀幸 松本 

 

 

 

H10 石川 彰造 保存会 

H11 土居 照子 保存会 

H14 西岡 納子 保存会 

H15 城島 奈津代 保存会 

H16 上東 美鈴 保存会 

H20 大山 雅子 保存会 

H20 滝本 毅 保存会 

H20 水谷 順子 保存会 

H21 四宮 光行 保存会 

H23 藤原 智子 保存会 

H27 岡田 充弘 保存会 

H28 土岐 光徳 保存会 

H28 津山 昌江 保存会 

主馬神伝流 

神伝流 

水任流 
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H29 猪熊 恵子 保存会 

H29 梶原 慎司 保存会 

 

 

 

H7 神森 美幸 和歌山 

H14 宮本 礼 和歌山 

H18 三島 珠美 和歌山 

H20 松田 江利香 和歌山 

H21 北島 義之 和歌山 

H21 林 滋夫 和歌山 

H28 上別府 真子 和歌山 

 

 

 

H15 伊佐美 友季子 浜寺 

H16 酒井 恵 浜寺 

H17 藤林 貴生 浜寺 

H18 河原田 恵美 浜寺 

H18 澤 秀子 浜寺 

H22 文原 京子 浜寺 

H26 小笠原 宏之 浜寺 

H26 本間 幸弘 浜寺 

H28 梶村 耕平 浜寺 

H28 南出 拓 浜寺 

H28 平 真季史 浜寺 

H31 山本 将 浜寺 

 

 

 

H7 吉村 洋子 泅道会 

H10 長 賢二郎 芦屋 

H11 伊藤 統代 愛知 

H11 坂田 優子 兵水連 

H11 滝 和嘉子 泅道会 

H11 中川 三代子 愛知 

H12 日下部 由美子 愛知 

H13 大藪 佳子 泅道会 

H13 奥田 淳子 泅道会 

H13 菅原 侖子 泅道会 

H15 深代 義子 泅道会 

H16 浅野 くに子 愛知 

H17 久留島 睦子 愛知 

H17 和井田 浩子 兵水連 

H18 中村 智一 泅道会 

H19 岡﨑 保江 泅道会 

H19 岸田 優子 兵水連 

H19 後藤田 優 兵水連 

H19 土居 克子 兵水連 

H21 大井 康行 泅道会 

H21 谷口 正子 泅道会 

H21 中村 真澄 泅道会 

H22 谷口 よし江 泅道会 

H24 岩田 真希 泅道会 

H26 大石 浩史 泅道会 

H26 鈴村 八重子 愛知水協 

H26 千葉 隆礼 泅道会 

H29 市井 夕美 兵水連 

H30 大平 淑子 あいち 

H30 玉井 由美子 あいち 

R1 星野 匠 あいち 

R1 石塚 伸一 あいち 

R1 金澤 健二 あいち 

 

 

 

H10 川岸 秀子 泅水会 

H12 中森 一郎 游泳会 

H14 渡部 正彦 泅水会 

H16 岡嶋 一博 泅水会 

H27 上杉 初男 泅水術 

H31 米倉 幸子 四日市 

H31 川村 典子 四日市 

H31 松岡 美貴子 四日市 

R1 石田 浩司 泅水術 

 

 

 

H7 大川 和子 泳友会 

H7 楢崎 千枝子 泳友会 

H7 安田 純子 世田谷 

H8 岩鼻 ひとみ 水法会 

H8 大島 純子 水法会 

H8 小林 三枝子 錦会 

H8 桜井 貴子 游泳会 

H8 鈴木 喜美子 世田谷 

H8 服部 惠子 世田谷 

H8 三浦 信子 水法会 

H8 村上 悦子 水法会 

H8 森勢 悦子 水法会 

H9 五十嵐 範雄 会津 

H9 石山 裕司 会津 

H9 川合 依子 研究会 

H9 小岩 哲治 水法会 

H9 小岩 美喜子 水法会 

H9 鈴木 隆雄 会津 

H9 古川 英司 会津 

H10 岩川 恵美子 世田谷 

H10 岡田 久美子 錦会 

H10 菅野 彩子 世田谷 

H10 後藤 修子 錦会 

H10 小溝 芙美子 世田谷 

H10 斎藤 誠 会津 

H10 酒井 高子 研究会 

H10 澤 ゆり子 雪ヶ谷 

H10 新谷 弘子 水泳研 

H10 髙﨑 薫 雪ヶ谷 

H10 高野 芳一 会津 

H10 鳥井 信子 世田谷 

H10 西野目 恵子 世田谷 

H10 原田 さよこ 雪ヶ谷 

H10 福田 豊 世田谷 

H10 松本 琴江 研究会 

H10 南 菊江 錦会 

H11 久保 芳宏 会津 

H11 清水 照子 錦会 

H11 細井 仁 水法会 

H11 堀内 信子 錦会 

H12 ｶｰﾊﾞﾅﾘｰ 百合子 世田谷 

H12 菊池 竹子 游泳会 

H12 小池 志め子 研究会 

H12 中野 千恵 水法会 

H12 星崎 絹子 游泳会 

H12 米田 久美子 水法会 

H13 浅野 与南 道場 

H13 疣石 加代子 雪ヶ谷 

岩倉流 

能島流 

小池流 

観海流 

向井流 
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H13 長澤 聡子 研究会 

H13 比留間 徳子 雪ヶ谷 

H14 岡田 みつき 水法道場 

H14 桑代 タカ子 錦会 

H14 佐野 さとみ 研究会 

H14 諏訪 美子 世田谷 

H14 端山 道子 水法会 

H14 古澤 君子 水法会 

H15 大石 由美子 研究会 

H15 岡田 隆夫 水法道場 

H15 岡本 まち子 世田谷 

H15 晒野 美紀 錦会 

H15 下村 千賀子 水法道場 

H15 茨田 篤子 雪ヶ谷 

H15 水野 恭子 雪ヶ谷 

H15 森本 実千代 水法会 

H16 神谷 広子 世田谷 

H16 佐藤 章代 水法会 

H16 山根 朋子 水法道場 

H17 野部 亮子 雪ヶ谷 

H17 細羽 かおる 錦会 

H17 松井 真理 雪ヶ谷 

H17 吉田 典子 水法会 

H17 渡辺 美代子 錦会 

H18 秋山 敏子 水法会 

H18 佐藤 美和子 錦会 

H18 中嶋 曜子 世田谷 

H18 湊 千代 錦会 

H18 渡邉 一弘 水法会 

H18 渡辺 美子 錦会 

H20 伊藤 嘉久 世田谷 

H20 大栗 和道 世田谷 

H20 加藤 礼子 世田谷 

H20 鷺森 一夫 世田谷 

H20 鳴橋 龍太郎 世田谷 

H20 古畑 朗 世田谷 

H20 師 千秋 雪ヶ谷 

H21 大高 尚子 水法会 

H21 斉藤 美樹 水法会 

H21 箱崎 敦子 水法道場 

H21 船井 絹代 雪ヶ谷 

H22 末永 和枝 水法会 

H22 高橋 由起子 世田谷 

H22 松本 英一 水法会 

H22 水野 信子 水法会 

H22 村田 康治 雪ヶ谷 

H23 石澤 美知子 水法会 

H23 栗山 眞澄 水法会 

H23 渡辺 誠司 世田谷 

H24 石黒 宏子 世田谷 

H24 石山 トミエ 雪ヶ谷 

H24 伊藤 さよ子 錦会 

H24 巻渕 つかさ 世田谷 

H24 山田 カチ子 錦会 

H25 森恵 美 雪ヶ谷 

H25 和田 政美 世田谷 

H27 中田 優子 水法会 

H28 熊島 千佐 世田谷 

H28 江原 博明 川口 

H28 田中 丈士 川口 

H29 渡邉 ヨシ子 研究会 

H29 元井 聖子 水法会 

H29 藤原 充 水法道場 

H29 中島 真理子 世田谷 

H29 林 誠志 水法会 

H30 島上 聖司 水法道場 

H30 平居 宏明 水法道場 

R1 井元 雅子 研究会 

R1 酒井 喜代美 研究会 

R1 矢田 千代子 雪ヶ谷 

R1 谷井 真知子 水法道場 

 

 

 

H7 石川 恵子 水戸 

H7 来栖 信司 水戸 

H7 黒田 剛 水戸 

H7 山岸 耕二郎 水戸 

H7 和知 恵子 水戸 

H8 柿岡 友子 水戸 

H8 高沢 聡美 水戸 

H9 櫻井 次男 水戸 

H10 石原 一枝 水戸 

H10 小川 三夫 水戸 

H10 久保 隆 水戸 

H11 小沼 吉男 水戸 

H12 古目谷 愼一 水戸 

H13 福井 康弘 水戸 

H13 綿引 育子 水戸 

H14 坂田 優子 水戸 

H14 桜井 恵子 水戸 

H14 仲田 公美 水戸 

H14 和知 宣子 水戸 

H15 小林 康男 水戸 

H16 武井 幸子 水戸 

H16 友部 恭子 水戸 

H16 星野 正子 水戸 

H16 山口 誠二 水戸 

H18 大串 月子 水戸 

H18 小村 裕之 水戸 

H22 衣笠 勤 水戸 

H28 海老根 仁子 水戸 

H28 髙島 奈都美 水戸 

H29 上原 正典 水戸 

H29 ｷｴｼﾞｭﾝ ﾋﾟｮｰﾄﾙ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 

H29 ﾙﾗｸ ﾊﾟｳﾞｪｳ ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ 

H31 米澤 善明 土佐会 

R1 池田 美保子 水戸 

 

 

 

H7 青木 伶子 ワカバ 

H7 赤星 洋子 横河 

H7 稲葉 修悦 研修会 

H7 岩崎 昌子 横河 

H7 岩田 典子 横河 

H7 宇津 陽子 YWCA 

H7 江原 文子 横河 

H7 加藤 みち代 YWCA 

H7 鎌田 華子 ワカバ 

H7 熊谷 光子 横河 

H7 古徳 登美 京田三 

H7 小比賀 好子 横河 

H7 重川 瑞枝 ｻﾝｳｪｲ 

H7 高橋 尹久子 YWCA 

H7 竹内 由里子 研修会 

水府流 

水府流太田派 
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H7 田中 聡子 函館 

H7 塚原 悦子 ワカバ 

H7 中村 美奈子 YWCA 

H7 中森 ケイ子 浦和 

H7 二宮 あけみ 浦和 

H7 福山 雅美 B&G 

H7 藤井 八重子 YWCA 

H7 前沢 美奈子 YWCA 

H7 水木 安子 研修会 

H7 百瀬 眞理子 B&G 

H7 森田 由美子 浦和 

H7 吉田 久美子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H8 青野 武子 日泳会 

H8 阿部 京子 深川 

H8 一戸 伸代 横河 

H8 市村 嘉規 深川 

H8 岩内 多恵子 横河 

H8 大久保 八千代 横泳会 

H8 大関 和子 浦和 

H8 大鶴 由子 研修会 

H8 加古 芳恵 B&G 

H8 鍛冶 容子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H8 梶浦 美佐子 研修会 

H8 川嶋 昭三 日泳会 

H8 熊川 弘美 好泳会 

H8 熊沢 寿 B&G 

H8 小松 千江子 葛飾 

H8 桜井 貴子 游泳会 

H8 佐藤 嘉保留 小山 

H8 志村 きぬ 研修会 

H8 下川 憲子 YWCA 

H8 下妻 照子 研修会 

H8 白石 吉美 B&G 

H8 白鳥 年子 研修会 

H8 進士 幸子 函館 

H8 神場 起恵子 横河 

H8 鈴木 嶺子 研修会 

H8 鈴木 八千代 ワカバ 

H8 須田 佐津子 函館 

H8 関本 則子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H8 武井 良子 小山 

H8 田山 豊子 研修会 

H8 津軽屋 さゆり 函館 

H8 中島 雅子 横河 

H8 野尻 保夫 好泳会 

H8 平出 良子 横河 

H8 平澤 明美 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H8 晝間 泰昭 B&G 

H8 福岡 真理 桐游 

H8 福島 寛和 研修会 

H8 宮崎 粲子 横河 

H8 望月 加代子 横河 

H8 吉久保 量子 横河 

H8 米山 有美子 横泳会 

H9 青木 恵美子 研修会 

H9 小幡 圭子 研修会 

H9 斎藤 節子 B&G 

H9 菅原 由美子 慶應 SS 

H9 角田 貞子 ワカバ 

H9 中村 芳江 YWCA 

H10 阿部 京子 B&G 

H10 網中 扶佐江 B&G 

H10 生田 房子 B&G 

H10 池田 澄子 YWCA 

H10 板橋 政子 日泳会 

H10 伊藤 正子 神奈川 

H10 榎本 貴美子 山田 SC 

H10 榎本 雅子 B&G 

H10 及川 和子 神奈川 

H10 種田 純子 研修会 

H10 大原 裕代 研修会 

H10 小口 晃子 横河 

H10 小野 一美 京北 76 

H10 加藤 静子 横河 

H10 菊地 和子 日泳会 

H10 栗原 喜美子 B&G 

H10 櫻井 惠美子 京田三 

H10 白石 喜美江 B&G 

H10 田口 一男 浦和 

H10 谷藤 迪子 NEC ｸﾞﾘｰﾝ 

H10 栗原 美知子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H10 黒澤 敏子 深川 

H10 小久保 祐子 霞ヶ丘 

H10 土村 久美子 横泳会 

H10 露木 早苗 好泳会 

H10 長瀬 国子 葛飾 

H10 西野 浩子 深川 

H10 長谷川 雪恵 霞ヶ丘 

H10 藤枝 弘子 ワカバ 

H10 船見 美恵 日泳会 

H10 森 幸江 ｻﾝｳｪｲ 

H11 青木 裕 函館 

H11 赤堀 雪江 ワカバ 

H11 市村 孝子 ｻﾝｳｪｲ 

H11 伊東 智美 桐游 

H11 岩井 知子 桐游 

H11 衛藤 まり ワカバ 

H11 菊本 るい B&G 

H11 倉橋 勇作 浜名湾 

H11 田辺 末 B&G 

H11 堤 信行 研修会 

H11 豊島 あひ子 ワカバ 

H11 根本 麻弥 好泳会 

H11 原田 文子 京田三 

H11 星野 正子 YWCA 

H11 三平 弓恵 神奈川 

H11 山本 博子 研修会 

H12 阿妻 靖央 巣泳会 

H12 伊藤 陽子 游泳会 

H12 上野 栄里子 日泳会 

H12 大高 富美 B&G 

H12 大道 久美子 YWCA 

H12 小川 美智子 游泳会 

H12 鎌田 浩之 神奈川 

H12 川上 弘美 游泳会 

H12 木南 美津子 游泳会 

H12 鳥羽 豊子 游泳会 

H12 長倉 正子 ワカバ 

H12 西田 千影 游泳会 

H12 野口 節子 小山 

H12 畑中 孝子 小山 

H12 早坂 孝子 小山 

H12 深井 雅之 桐游 

H12 福田 まち子 日泳会 

H12 光林 千代子 研修会 

H12 百瀬 博一 葛飾 
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H12 森 洋子 游泳会 

H12 横田 雅子 游泳会 

H12 吉田 昭子 游泳会 

H13 安部 昌子 ワカバ 

H13 大谷 寿美子 游泳会 

H13 大海 久美子 ワカバ 

H13 小林 悦子 品川 

H13 高野 富美子 スワン 

H13 多田 信雄 深川 

H13 沼澤 千恵子 ワカバ 

H13 浜田 朋子 YWCA 

H13 平野 三千子 游泳会 

H13 藤江 ヤス 葛飾 

H13 星崎 絹子 游泳会 

H13 三浦 信子 游泳会 

H13 三原 乙恵 日泳会 

H13 御代田 則子 小山 

H13 山岸 美智子 游泳会 

H13 山田 好子 日泳会 

H13 山野 春美 好泳会 

H14 大岩 俊雄 神奈川 

H14 小汀 安子 ワカバ 

H14 織茂 啓子 ｻﾝｳｪｲ 

H14 相良 徹 研修会 

H14 土川 仁 巣泳会 

H14 根岸 洋次 B&G 

H14 萩原 千恵 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H14 渡辺 征満 横泳会 

H15 青山 久美子 品川 

H15 青山 千歳 游泳会 

H15 浅野 由美 ｻﾝｳｪｲ 

H15 芦澤 眞美江 横泳会 

H15 五十嵐 定美 游泳会 

H15 井沢 節子 小山 

H15 齊藤 桃代 深川 

H15 殘間 美津子 京田三 

H15 松崎 久仁彦 桐游 

H15 山中 聖恵 小山 

H15 山本 千代子 横泳会 

H15 脇田 倫子 游泳会 

H16 荒井 由紀 ｻﾝｳｪｲ 

H16 遠藤 光子 研修会 

H16 菊池 ちい子 霞ヶ丘 

H16 北川 由美子 立川 

H16 倉本 和貴 立川 

H16 高梨 圭子 横泳会 

H16 早出 ゆかり 霞ヶ丘 

H16 坂西 美佐子 立川 

H16 平野 和子 小山 

H16 御供 美香子 品川 

H16 山﨑 正文 研修会 

H16 吉田 芳美 YWCA 

H17 有賀 有美 横河 

H17 安藤 孝子 立川 

H17 江口 幸子 横泳会 

H17 小野 昭彦 日泳会 

H17 加藤 喜美子 游泳会 

H17 鎌田 孝子 深川 

H17 菊地 由香里 深川 

H17 木南 純子 游泳会 

H17 今野 眞理 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H17 白石 恵子 霞ヶ丘 

H17 中江 みどり 研修会 

H17 波多野 房子 ｻﾝｳｪｲ 

H17 三浦 邦子 横河 

H17 山本 紀子 浦和 

H17 渡辺 和美 研修会 

H18 浅川 希素子 YWCA 

H18 稲垣 実千代 深川 

H18 川田 美津子 横泳会 

H18 久保田 洋子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H18 熊丸 拓郎 油屋会 

H18 沢崎 美和 ワカバ 

H18 柴田 泉 研修会 

H18 髙橋 久子 横河 

H18 塚田 利子 小山 

H18 内藤 眞弓 深川 

H18 永嶋 節子 立川 

H18 永沼 進 神奈川 

H18 丸山 陽一 品川 

H18 山田 鈴子 霞ヶ丘 

H19 荒井 博 浦和 

H19 石井 悦子 葛飾 

H19 石崎 正恵 ｻﾝｳｪｲ 

H19 和泉 朱 深川 

H19 小澤 育子 小山 

H19 伴野 初恵 横河 

H19 三森 美枝 研修会 

H19 森川 百合子 ワカバ 

H19 諸貫 恵理子 品川 

H19 保田 昌子 YWCA 

H20 池田 裕子 日泳会 

H20 伊藤 香織 深川 

H20 大脇 俊彦 霞ヶ丘 

H20 岡本 二美 ワカバ 

H20 春日 英弘 品川 

H20 鹿取 曜子 深川 

H20 金子 靜子 深川 

H20 北村 洋子 京田三 

H20 小藤 由紀子 研修会 

H20 小宮 順子 品川 

H20 佐藤 テル 横泳会 

H20 佐藤 秀男 神奈川 

H20 高久 真佐子 深川 

H20 竹之内 悦子 研究所 

H20 寺島 久子 葛飾 

H20 戸髙 由利子 日泳会 

H20 中西 香保里 ワカバ 

H20 永峯 孝 深川 

H20 福島 加代子 YWCA 

H20 山口 堯子 横河 

H20 渡辺 由起子 日泳会 

H21 秋元 道子 YWCA 

H21 阿部 彰子 深川 

H21 有田 孝子 深川 

H21 加藤 かなえ 神奈川 

H21 加藤 操子 深川 

H21 河辺 尚子 日泳会 

H21 河村 正子 ワカバ 

H21 五島 正光 巣泳会 

H21 志倉 容子 深川 

H21 篠 滋子 研究所 

H21 清水 邦一 神奈川 

H21 鈴木 順子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H21 田中 忍 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H21 野村 水脈子 横泳会 
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H21 平井 礼子 ｻﾝｳｪｲ 

H21 山本 昌代 無所属 

H21 吉田 亮子 深川 

H22 青木 眞直子 横泳会 

H22 伊藤 悦子 練習会 

H22 猪鼻 孝多郎 立川 

H22 今城 圭悟 桐游 

H22 浦山 百合子 深川 

H22 佐野 千里 品川 

H22 柴田 たか子 横泳会 

H22 武井 政人 深川 

H22 永易 至文 日泳会 

H22 原田 芙美 深川 

H22 牧野 潤子 深川 

H22 山口 啓子 横泳会 

H22 渡辺 登美子 日泳会 

H23 安久津 由季 研究所 

H23 阿部 照実 YWCA 

H23 内野 和子 立川 

H23 大畑 陽志朗 浦和 

H23 大村 英子 練習会 

H23 尾上 真也 巣泳会 

H23 菊川 郁雄 巣泳会 

H23 木村 英岐 巣泳会 

H23 河野 正枝 研究所 

H23 斉木 裕子 研究所 

H23 嵯峨 眞起 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H23 篠原 タツミ 日泳会 

H23 関根 秀人 霞ヶ丘 

H23 武田 玲子 品川 

H23 立田 ちよ 研修会 

H23 行方 冨美子 深川 

H23 藤井 大輔 巣泳会 

H23 布施 裕子 YWCA 

H23 松本 好子 日泳会 

H23 吉田 仁美 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H24 岡田 藤子 霞ヶ丘 

H24 岡村 健治 巣泳会 

H24 蒲 直人 巣泳会 

H24 酒匂 奈穂子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H24 鈴木 直美 品川 

H24 関根 輝彦 巣泳会 

H24 谷尻 牧子 桐游 

H24 對馬 絹江 横泳会 

H24 中川 寛奈 研修会 

H24 羽田 悦子 横泳会 

H24 三冨 由美 YWCA 

H25 天野 秀子 横泳会 

H25 岡本 良子 横泳会 

H25 小山 進 霞ヶ丘 

H25 加藤 恵津子 立川 

H25 齊藤 弘樹 巣泳会 

H25 篠原 恵美子 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H25 竹田 千恵 立川 

H25 寺嶋 優佳 日泳会 

H25 渡辺 政見 深川 

H26 飯野 由美子 立川 

H26 岡口 雅信 巣泳会 

H26 小池 直子 立川 

H26 松山 奈穂美 ｱｸｱﾏﾘﾝ 

H26 谷田部 温子 深川 

H27 伊藤 史子 深川 

H27 飯島 富太郎 游水会 

H27 宮川 千賀子 品川 

H27 鈴木 まるみ 深川 

H27 二本松 信子 ｻﾝｳｪｲ 

H27 中川 千恵子 練習会 

H27 関口 真美子 横泳会 

H27 小池 貴子 横泳会 

H28 服部 詢子 ｻﾝｳｪｲ 

H28 田中 玲子 游水会 

H28 村田 康治 霞ヶ丘 

H28 浅島 良子 YWCA 

H28 小森 陽子 ワカバ 

H28 松田 美智子 ワカバ 

H28 近藤 康代 日泳会 

H29 石黒 宏子 品川 

H29 杉林 典子 霞ヶ丘 

H29 中林 範子 霞ヶ丘 

H29 梅澤 佳代 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

H29 鈴木 公美 長野 

H29 三輪 千子 長野 

H29 武石 朋子 YWCA 

H29 安井 恵理 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

H29 両角 久美 長野 

H29 林 太志 長野 

H29 向山 剛史 長野 

H29 大野 悟 霞ヶ丘 

H29 菊本 友 深川 

H30 伊藤 航人 巣泳会 

H30 太田 康雄 長野 

H30 平田 正子 ワカバ 

H30 南波 道子 無所属 

H30 鈴木 眞知子 秋麗会 

H30 黒川 洋行 横泳会 

H30 上野 裕美 秋麗会 

H30 芦澤 留美 秋麗会 

H30 成岡 将子 ワカバ 

H30 金島 守 霞ヶ丘 

H30 北川 隆子 深川 

H30 浦田 武洋 巣泳会 

R1 大場 美保 游水会 

R1 保坂 和世 霞ヶ丘 

R1 竹田 祐子 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ

R1 片山 文香 無所属 

R1 石黒 佳代子 品川 

R1 中舘 晶子 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 

R1 丸岡 咲子 游泳会 

R1 藤 秀義 巣泳会 

R1 角 学 巣泳会 

R1 倉石 隆現 信州 

R1 庄司 洋 無所属 

R1 宍戸 範江 品川 

 

 

 

 


