
認定
番号

氏名 都道府県名 性別 所属

4 高橋  正彦 秋田 男 刈和野大綱太鼓

6 河西　のぞみ 長野 女 御諏訪太鼓 保存会

7 古屋　大邦 長野 男 御諏訪太鼓 保存会

8 笠原　さゆり 群馬 女 尾瀬太鼓 愛好会

10 宮入　幸子 長野 女 青木義民太鼓

12 高林　英彦 長野 男 御諏訪太鼓 保存会

16 吉田　光勲 石川 男 手取亢龍太鼓保存会

18 鈴木　淑子 福島 女 郡山うねめ 太鼓

19 岡部　敦史 岐阜 男 巣南富有太鼓

20 石岡　多恵子 山梨 女 紅富士太鼓

25 鈴木  裕香 栃木 女 下野不動太鼓保存会

26 須田　ひとみ 神奈川 女 大井ひょうたん夢太鼓

27 北川　葉子 石川 女 手取亢龍太鼓保存会

28 山下  美幸 石川 女 共栄太鼓 風雅

33 吉田  千尋 石川 女 共栄太鼓 風雅

34 関　裕光 東京 男 和太鼓邪無音

37 高木  智之 富山 男 越中いさみ太鼓

38 清水  久貴 静岡 男 赤石太鼓保存会

41 小林　紀幸 東京 男 和太鼓邪無音

42 髙柳　保男 千葉 男 太鼓衆 楽

43 渡辺　剛 茨城 男 和太鼓　鼓幸

44 川中　由起子 石川 女 九谷太鼓保存会

48 小林　光子 千葉 女 藤栄諏訪太鼓

49 田中  亜衣 栃木 女 下野不動太鼓保存会

50 鎌田   等 茨城 男 下館若囃太鼓会

51 天田  奈佳 群馬 女 中之条鼓連

53 木村  厚子 栃木 女 日光街道杉並木太鼓

54 柴田　晃伸 静岡 男 矢倉太鼓保存会

55 安田  容子 岐阜 女 岐阜勇爽太鼓

58 足立　彰子 兵庫 女 豊岡こうのとり太鼓

59 今井　理絵 富山 女 越中大島太鼓

60 中原　康夫 静岡 男 赤石太鼓

65 水野　里香 愛知 女 清須市清洲伝統芸能保存会

67 花見　美雪 長野 女 青木村義民太鼓
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68 相澤　良通 長野 男 青木村義民太鼓

69 花房  克巳 静岡 男 いずみ太鼓

70 石原　里香 群馬 女 まむれ太鼓

71 大沢　しのぶ 秋田 女 大館曲げわっぱ太鼓

73 池田　英博 佐賀 男 大和太鼓保存会

74 岩田  尚美 長野 女 穂高太鼓

77 三田　奈月 埼玉 女 伊奈綾瀬太鼓

78 北村　真一郎 石川 男 出城虫送り太鼓保存会

79 吉岡　美紀 兵庫 女 豊岡こうのとり太鼓

80 喜古　千恵美 千葉 女 和紙の里和雅美太鼓

81 時枝　典子 福島 女 和太鼓花響

83 児玉　智志 宮崎 男 平家大いちょう太鼓

85 岩切  響一 宮崎 男 橘太鼓響座

87 増田　隼人 静岡 男 鳥・酒精進太鼓

88 佐野　文香 神奈川 女 相模平塚七夕太鼓

90 児玉　卓也 愛知 男 清須市清洲伝統芸能保存会

91 遠藤  元気 福島 男 山木屋太鼓クラブ

92 中原　僚介 静岡 男 赤石太鼓

93 小松  寿一 長崎 男 諫早肥前太鼓

94 藤本　恭平 神奈川 男 相模龍王太鼓保存会

96 粂田　貴良 静岡 男 金谷大井川川越し太鼓

97 西田　喜代美 佐賀 女 赤熊太鼓保存会

99 吉岡　沙也佳 兵庫 女 豊岡こうのとり太鼓

100 米田　由佳 福島 女 和太鼓花響

101 加藤　拓也 埼玉 男 武蔵流龍神太鼓

102 花房　由美子 静岡 女 いずみ太鼓

103 遠藤　光枝 福島 女 うねめ太鼓保存会

105 星野　真澄 埼玉 女 乾武神流川太鼓

106 市川　一貴 栃木 男 下野不動太鼓保存会

107 松浦　伸子 宮城 女 菓匠三全　萩太鼓

108 池田　晴奈 佐賀 女 大和太鼓保存会

109 古賀　ひかる 佐賀 女 大和太鼓保存会

110 熊田　和也 兵庫 男 豊岡こうのとり太鼓

111 濵西　香織 栃木 女 野州轟一番太鼓
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112 若山　沙千代 愛知 女 大治太鼓保存会

114 嶋田　詳子 石川 女 加能の響会

115 杉浦　さちえ 富山 女 福光もちつき太鼓保存会

116 大竹　洋造 宮崎 男 颯

117 柏木　博光 熊本 男 田原坂太鼓

118 齊藤　香 長野 女 馬籠黎明太鼓保存会 馬籠衆

119 尾崎　愛寿 埼玉 女 武蔵流龍神太鼓

120 八神　太紀 愛知 男 大治太鼓保存会

121 篠原　かおり 長野 女 青木村義民太鼓

122 猪瀬　英男 栃木 男 野州轟一番太鼓

126 岩岡　まなみ 愛知 女 鼓國雷響JAPAN

127 杉山　修一 佐賀 男 大和太鼓保存会

128 石原　優子 鹿児島 女 和太鼓雷塾

129 瀧田　洋子 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

131 橋本　由佳 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

133 三澤　響子 長野 女 みのわ太鼓保存会

134 丸目　理恵 宮崎 女 はまご太鼓

135 竹内　安江 埼玉 女 乾武神流川太鼓

136 岩本　卓也 三重 男 鈴鹿音神太鼓

137 坂下　晃 東京 男 和太鼓水心会

138 井上　鈴菜 長野 女 みのわ太鼓保存会

139 鈴木　和正 東京 男 和太鼓水心会

141 小口　姿如 台湾 女 台北博如日本幼児園

142 施宇哲 台湾 男 樂波

143 張淑芬 台湾 女 健智太鼓團

144 陳力愷 台湾 男 台灣太鼓協會

145 余佩靜 台湾 女 迦摩瓅

146 傅佳琪 台湾 女 迦摩瓅

147 林柏廷 台湾 男 台灣太鼓協會

148 岡本　枝帆理 熊本 女 和太鼓道心

149 島崎　望 佐賀 女 大和太鼓保存会

150 安部　香織 大分 女 源流はさま太鼓

151 山邊　翔 長野 男 みのわ太鼓保存会

153 赤羽　希海 長野 女 みのわ太鼓保存会
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154 東　正人 大阪 男 清光会和太鼓韻

155 山邊　舞 長野 女 みのわ太鼓保存会

156 尾崎　誠二 大分 男 横西子ども太鼓

157 陳苡犖 台湾 ひろか

158 滝田　美智子 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

159 中山　未悠 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

160 千葉　尚 宮城 男 利府太鼓

161 林　南緒 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

162 滝田　友里 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

163 千葉　怜 宮城 男 利府太鼓

164 菅原　直也 長野 男 御諏訪太鼓保存会

- 加藤真由美 鹿児島 女 天孫降臨霧島九面太鼓保存会


