
財団法人 合気会 平成財団法人 合気会 平成財団法人 合気会 平成財団法人 合気会 平成22222222年鏡開年鏡開年鏡開年鏡開きききき式推薦昇段者一覧式推薦昇段者一覧式推薦昇段者一覧式推薦昇段者一覧

七段位七段位七段位七段位 南 道雄 兼平 民洋
7th dan7th dan7th dan7th dan 鈴木 順子 藤井 幸一

中村 雅光 武田 聡
原田 正一郎 HANS M.GOTO
澤 隆冶 GAYNE J.SOGI
胤森 正紀 根本 仁志
川又 正智 ALAN J.NAGAHISA
石井 勇一 内山 清
木村 泰博 田口 輝義
藤田 敏晴 佐藤 嘉信
猪谷 一郎 峰岸 睦子
中川 守 原野 隆行
澤田 朗 上村 利彦
田中 治俊 西田 孚
石村 国興 服部 孝夫
原 達昭 栗林 孝典
須藤 雅夫 山下 順一
谷村 進一 島 恵司
RANDOLPH W.SCOVILLE 渡辺 和郎
楠見 勝 TONY SMIBERT
山田 喜和

六段位六段位六段位六段位 田中 利明 永田 徹
6th dan6th dan6th dan6th dan 松崎 重憲 ARTHUR WISE

大宅 弘一 STEVEN ARMFIELD
渡辺 宣寛 DOUGLAS E.POND
西岡 成允 大熊 哲夫
堀脇 健一 三浦 康典
門谷 康満 福島 清三郎
東山 国雄 ELIZABETH DINOWITZ
三輪 義男 小見山 満
澤村 悟 AKIMASA FLESHLER
樋渡 喜久雄 JEAN RENE LEDUC
GREGORY OLSON 鈴木 リヤ
原 安宏 関野 喜信
GEORGE LYONS 高橋 達人
DIEGO SANCHEZ CAMPOS 青柳 英介
JAUME GELABERT ILLA 冨永 英一
石田 偉 MICHAEL FRANCIS SMITH
ROY WILLIAM WICKSTEAD 小島 藤昭
ALLAN JAMES ROWLEY 山口 靖彦
青木 利道 若山 榮治
内藤 保志 小松 茂夫
RALPH PFLEGER 坂西 昇一
THOMAS HAINES 吉田 清一
高田 一男 RUDOLF VAN GINKEL
KENNETH NISSON 坂下 薫
CARILLON HENRI 高橋 暁
増田 渉 福島 毅彦
井後 佐江子 北村 光晶
小林 俊昭 MUSTAFA AYGUN
鈴木 基之 ALI ULUDAG
村田 置弘 富田 昌男
ANTHONY HIND PETER BROWN
JOHN BIESZK 田所 賀寿雄
蔡 如林 村田 俊三
小久保 宏 栁澤 司
DENNIS OKA GEORGE JENSEN
MARINO GENOVESI 笠嶋 哲雄
木下 彰 JOSEF BIRDSONG
VINCENZO MILAZZO FREDDY TEE HIN KHONG
三浦 洋明 木内 正二
ROBERTO FOGLIETTA JACQUET JEAN PIERRE
下村 智直 BENIGNO JIMENEZ DEL VAL
沼尻 芳幸 鈴木 順一



伊野 英男 GLENN BROOKS
竹本 孝次郎 EUGENE M.MONTELEONE
川成 洋 永井 純
石川 善行 ELIOT W.RIFKIN
STEPHEN REHRAUER GUSTAVO RAMOS
出沢 寛 越前 善次
井沢 敬 DONALD ANDERSON DICKIE
瀬藤 英典 奥津 章泰
田中 満夫 坂齊 貞之
山口 勝美 JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ
西川 裕一 五月女 重夫
佐藤 純一 WALLA CLAUDE
下川 正彦 角田 稔
藤田 力 渡辺 隆之
安川 佳伸

五段位五段位五段位五段位 NUNZIO SABATINO MAIGRET JACQUES
5th dan5th dan5th dan5th dan 粒来 貞蔵 WILLIAM GILLESPIE

高﨑 隆治 EMILIO FORNARI
山際 成哉 HRISTO MIHAILOV
池田 美知男 近藤 裕二
PAUL SINKINSON KIM MORTENSEN
出井 直人 清水 靖浩
疋田 善朗 椿野 央師
CHENG SUM TEE 太田 裕之
牛木 陽二 DAVID PITARD
池田 武志 IAN NOEL KENNEDY
木村 司郎 JOSE IGNACIO FERNANDEZ CORRAL
THOMAS HENRY HELSBY 近藤 政之
吉崎 信彦 AMILCAR LEON BARCELO
CRISPIN P.BUENASEDA GUSTAVO FABIAN TOLONE
ALAN MICHENER RAVAGNI DAMIAN
SPITZ MICHAEL LUIS FERNANDO ALDANA
真鍋 政文 陳 達弘
JORGE LUIS RIVA 石川 常寿
佐藤 美知雄 瀬川 佳昭
XAVIER BAYLON BERNAS PAWEL
ALAN ARTHUR SMITH 酒井 桂憲
GENE CORMAN 尾村 忠男
STEPHEN MAGSON ROBERT CARROLL
加藤 重和 若林 直樹
RIBAS COSTA JOSE 内田 光俊
MATHIS BRUNO 山口 力利
鈴木 誠 西山 和夫
CHARLES AARONS 川西 正人
JOAN RABELL UNGE 山本 雄一
MATHEVET LUC 井口 猶二
COLIN RAYMOND HACKETT DAVID YATES
GUY STEVEN NEEDLER 吉元 宏
大川 耕司 末 業太郎
小澤 雅弘 佐藤 守
古谷 祥一 AXEL LASK
高橋 靖江 DALET DOMINIQUE
亀山 優子 DAVID JOSE ESCANDELL RIBAS
遠藤 広文 伊藤 洋
黒島 俊哉 石川 明
小林 繁男 中津川 雅子
WOLFGANG REMP ROBERT WHELAN
CARY OKIMOTO WILLEMS VALERIE
CRAIG YAMAGUCHI 堀内 利宏
NIKOLAY EGOROV 堀内 浩子
杉山 雅明 OLEG YAKIMOV
池 学 YURI DAVIDOV
宮本 文夫 田代 義明
三池 司郎 IMANUL HAKIM
西山 知英 MIKE BOSS
関 里重子 DANIELE KNAB
呉 長輝 ROBERT McKINNEY
宮城 正明 金子 信一



ANTONIO SALVATI 森本 昇
FLAVIO BERTINI 大橋 道弘
MARCO JACCOUD FLORIAN GOTTKE
ADRIANO OLMELLI MARY McINTIRE
宮本 忠明 THOMAS McINTIRE
BION FRANCOIS 若杉 圭一郎
RIEUTORT CHRISTIAN SIMON PUFFETT
LESLIE RUSSEK ELI LERMAN
川口 清志 王 雙福
VOLKER FRIES ELLEN MAI
LARESE ROIA GUILLERMO DAVID GOLDBERG
岩本 光弘 盛 稔
髙瀬 美和 MICHAEL MULLINS
MARSHA TURNER RODEL BODO
BOIVIN PHILIPPE SEYE MARE
道野 嘉明 新田 秀人
河野 勝行 古谷 修
石垣 昌志 前田 利光
佐々木 璋 田島 孝造
久保井 利憲 志垣 健蔵
鳥羽 和興 御代川 泰久
豊田 篤 青木 久
大川 浩靖 STEVEN SCHNEID
DONALD CRAWFORD 越部 能光
GREMILLET GERARD EUGENE LEE
宮崎 幸一 夏目 俊雄
寺嶋 順一 堀川 清海
花香 智世 越智 郁男
ROBERT CRAIG LEICHNER ADOLFO MARIO BRAGA
HARVEY KING 坂坪 郁晃
TAN KIN FANG 石黒 紳輔
MARKKU KUUSINEN JEAN MARC SERIO
水上 安昭 KIM LUNDSGAARD
増田 秀人 杉山 早智子
THOMAS GARDNER 鈴木 雄大
WILLIAM DOONAN 内田 美智子
TONY GRAZIANO ROSMARIE HERZIG
CHRIS GRIFFIN 中村 信一
鈴木 顯一 OLESIAK PAWEL
中川 博之 BAZYLKO ANDRZEJ
RASHID KHALIDOV SOWINSKI TOMASZ
若松 隆則 横山 信男
GREGORY PATRICK LYNCH 橋本 信一郎
西口 哲久 重冨 實雄
JUAN DE DIOS ZAZZARI FERNANDEZ VAN LIERDE PAUL
MARTIN TODOROV GEORGIEV 粟飯原 隆
MORATO SANCHO JOSE 菅沼 克彦
森本 忠則 JORDAN TENENBAUM
福長 章 田中 マスコ
中尾 明子 スミス 睦子
CATHY CONLIN 中里 靖夫
ALICE J.MACALLISTER 山口 博史
佐藤 智 池端 孝元
石井 裕子 江口 武正
黒宮 法夫 PAUL BUCHANAN
高橋 昌博 ANNE H.BUCHANAN
青木 勤 ANNETTE SCHEDIWY-MACKREL
的場 弥生 DAMIR A.JAMSEK
前田 美鶴 BARRY KUSHEL
金子 裕二 PHILIP BERRIOS REYES
油本 巌 DERAKHSHAN SIAVASH
塩谷 貴弘 ROBERT WILCOX
髙山 数芳 JOHN CONLIN
太田 安久 JAVIER VAZQUEZ
FUNCK CAROLIN JONGSTEN MARC
香森 均 MARIA MOSSBERG
CRISTOBAL LOPEZ RUIZ MARCEL LAVIGNE
DOUGLAS WILLIAM GILMORE JAMES T.KAHN
GIORGIO RIZZI OLAF DAU
CARMINE FRANZESE SPENCER SMITH



DEBRA CRAMPTON ZAURBEK GADZHIEV
ELIZABETH ALBIN STEPHANE JANCZUK
SASA OBRADOVIC MARIA JANCZUK
NOVAK JERKOV SHARON SILBERSTEIN
大友 学 HUMBERTO MIRANDA FILHO
FABRICE SOMERS 松嶋 博之
原 浩二 RICARDO RAMON LOPEZ
尾崎 充志 CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
田中 修三 北浦 周
小林 一朗 ANN MARIE AMODEO
金子 敏行 PHAT DANG VAN
NICHOLAS KIRITZ HENDRIK LEYS
JUTTA VON BIBERSTEIN GOTZ MATTHAUS
田 行広 LUCIDE PATRICIA

四段四段四段四段 稲村 秀文 GARY HIRATA
4th dan4th dan4th dan4th dan 佐野 隆幸 上羽 啓一

JOHN WILLIAMSON 長嶺 意一
渡部 浩章 大村 八洲雄
田内 昭 三浦 美保
種田 憲昭 照井 靖彦
髙橋 日吉 横山 英一郎
長嶋 精一 MICHAEL BLACK
IRIT STERNLICHT 原島 重夫
安藤 孝之 桜井 明
新田 忠誓 中林 俊介
上田 吉宏 SHOJI OKATOMI
成田 兼二 ANDREAS BRAEM
大竹 英明 VERNON NIAU-PUHIPAU

参段参段参段参段 篠崎 孝男 百濟 皓
3rd dan3rd dan3rd dan3rd dan 小橋 典明 馬場 祥爾

本間 隆司 宮本 康二
齋藤 文重 SHANON DENIZE
春木 ﾕﾜ子 巻内 詠美子
佐久間 清 和地 長利
小野 祐二 吉尾 弘樹
広瀬 健一 秋山 和郎
民谷 久雄 中原 鉄平
齊田 正晴 セガ ガビリエル
世良田 憲次 増田 育代

弐段弐段弐段弐段 笠井 雅弘 小薗 正之
2nd dan2nd dan2nd dan2nd dan 杉田 茂 福士 香織

田村 順一 坂入 庸平
下町 康行 喜多 曜介
鈴木 長三郎 村上 満雄
村山 浩司 山谷 えり子

初段初段初段初段 中田 勇 三浦 洋一
1st dan1st dan1st dan1st dan 倉持 利雄 小田 博

工藤 悦子 千葉 和佳子
云 修进 山村 辰矢
白木 恒雄 波多野 雅彦
AKIRA TAKAMINE 曽我 夏人


