
昇級者　スタンダード部門

Ｂ級　→　Ａ級

堅田 治雄 堅田 菅 高知県

山野井 太三 吉岡 幸子 岡山県

勝本 正彦 村尾 香代子 兵庫県

小西 英男 小西 ケテイ 兵庫県

小方 正彦 鉙 利津美 広島県

内田 一広 西杉 都 奈良県

Ｃ級　→　Ｂ級

岸 敦志 岸 由利江 愛媛県

吉村 文春 石井 執子 滋賀県

弘瀬 龍幸 イン ジャオ 高知県

佐田 勝彦 楠木 小冨美 奈良県

細野 力 細野 佐知子 広島県

杉本 和雄 長谷 栄子 大阪府

足立 治 池田 紀子 兵庫県

鳥越 篤 竹中 幸美 京都府

林 一夫 山岡 博子 岡山

橋本 毅 金子 知江美 愛知県

Ｄ級　→　Ｃ級

岡島 文寿 夕川 としえ 京都府

岡部 健一 桝本 町子 京都府

海原 功 田代 清枝 徳島県

弘瀬 龍幸 イン ジャオ 高知県

高梨 邦弘 田中 佳津子 鳥取県

笹岡 千海 笹岡 麗子 大阪府

三木 統 石田 幸子 徳島県

山中 道夫 谷林 和子 兵庫県

小野 道照 天雲 美恵子 香川県

水川 忠義 平井 由紀子 岡山県

清水 勉 清水 敬子 滋賀県
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池田 剛 緒方 香帄里 愛媛県

Ｄ級　→　Ｃ級 藤田 走 林 佳奈 岡山

内藤 治 山名 なわ子 滋賀県

野々口 隆 野々口 美佐子 奈良県

篭宮 正樹 工内 栄子 徳島県

嶌岡 勲 香山 美希 奈良県

Ｎ級　→　Ｄ級

安田 大介 阿代田 正子 鳥取

井添 進一 井添 多恵子 滋賀県

海原 功 田代 清枝 徳島県

角 幸一 角 知恵美 鳥取

鎌田 敏彰 岡本 春枝 滋賀県

岩城 俊一 岩城 ひさ代

義國 啓一 前田 文子 岡山県

菊池 捷男 菊池 裕子 岡山県

魚谷 昌弘 伽羅 康子 広島県

玉井 美次 玉井 敏子 福井県

権 福憲 仁科 佳子 岡山県

原 耕一 町田 廣子 高知

工藤 隆 平岡 千恵子

弘瀬 龍幸 イン ジャオ 高知県

甲斐田 照義 与猶 福代 兵庫

高田 泰夫 川崎 志津子 香川県

三宅 升夫 三宅 久枝 岡山県

山形 義一 山形 和美 大阪

山本 一郎 森永 みゆき 滋賀

篠 順一 篠 和子 高知県

小野 道照 天雲 美恵子 香川県

小野 惣一 江戸 久子 大阪

松田 広司 松尾 丹美 滋賀県

生長 秀幸 佐藤 千恵子 徳島

西島 洋一 植田 貴代子 滋賀県

石原 淑雄 石原 宮子 岡山県

大山 一秀 富士 みち子 岡山県



大坪 昭市 来田 延子 兵庫

Ｎ級　→　Ｄ級 池田 祐司 山鳥 真奈美

中西 茂春 小川 泰子 岡山

中村 政博 田井 美絵子 大阪

中田 望 永松 京子 山口県

中内 隆 中内 寿恵 高知県

田代 眞一 増田 まり子 徳島県

田尾 義明 榊原 公枝 広島県

登立 正夫 登立 ひろみ 徳島県

忍 絋吉 森本 千生 兵庫県

梅田 庄一 伊藤 清子 福井県

樋口 昌弘 樋口 セツ子 大阪

浜口 正 近澤 美子 高知

武田 晴男 近藤 富美子 香川県

福岡 勝一郎 三宮 洋子 高知県

北澤 直希 北澤 みよ子 京都府

末利 隆英 樋口 勢津子 岡山

明井 勇 室井 孝子 徳島

鳴戸 剛 川畑 昭恵 滋賀

木村 康弘 福井 芳子 香川県

木村 昇 木村 節子 大阪府

昇級者　ラテン部門

Ｂ級　→　Ａ級

武市 直樹 角南 佳奈子 岡山県

星野 浩章 水野 友香 岡山

村上 拓人 辻本 貴子 京都

Ｃ級　→　Ｂ級

星野 浩章 水野 友香 岡山県

村上 拓人 辻本 貴子 京都府

Ｄ級　→　Ｃ級

岡島 文寿 夕川 としえ 京都府



山中 利裕 角田 芙季 岡山県

Ｄ級　→　Ｃ級 小田 剛 笹田 温美 岡山

星野 浩章 水野 友香 岡山県

西岡 喜博 春山 妙子 徳島県

滝澤 宏行 滝澤 桂 岡山

那須 蓮太郎 三谷 玲未 滋賀

武市 直樹 角南 佳奈子 岡山県

Ｎ級　→　Ｄ級

井上 明人 戸田 恭子 愛媛

横山 純 東野 節代 愛媛

海原 功 田代 清枝 徳島県

岩城 俊一 岩城 ひさ代

岩村 亮 宮原 悦子 徳島県

玉井 美次 玉井 敏子 福井県

弘瀬 龍幸 イン ジャオ 高知

篠 順一 篠 和子 高知

生長 秀幸 大浦 てる美 徳島県

石橋 弘 石橋 サワ子 広島県

石原 裕久 石原 敦子

石原 忠 田部 恵利世 岡山県

赤井 民也 布野 幸恵 鳥取

滝澤 宏行 滝澤 桂

中内 隆 中内 寿恵 高知

田代 眞一 増田 まり子 徳島県

那須 蓮太郎 三谷 玲未 滋賀県

梅田 庄一 伊藤 清子 福井県

富川 直博 竹内 方奈子 大阪府

濱野 正基 丸岳 規子

安田 大介 阿代田 正子 鳥取

降級者

本年度は該当者なし。


