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5 高林　沙希 長野 女 御諏訪太鼓 保存会

7 山野井　裕子 長野 女 信州上田 真田陣太鼓

9 若山　真弓 三重 女 鼓國雷響 プロジェクト

12 上野　民子 長野 女 青木義民太鼓

15 志知　識子 岐阜 女 養老象鼻山 太鼓の会

19 根本　研司 福島 男 おおくま太鼓 クラブ

22 塩谷　和美 石川 女 大場潟乃太鼓

23 中村　忍 石川 女 大場潟乃太鼓

30 森　正子 三重 女 櫻華太鼓

41 大友　剛 秋田 男 やまばと太鼓

44 小島　治義 山梨 男 紅富士太鼓

45 石岡  明希 山梨 女 紅富士太鼓

58 宇留賀　沙織 千葉 女 城北流艶太鼓槐会

62 中島  麻衣 京都 女 豊岡こうのとり太鼓

66 石崎  隆督 鹿児島 男 阿久根太鼓 響流

71 三浦　精一 宮崎 男 日向十五夜太鼓

74 吉野　美弥子 群馬 女 尾瀬太鼓愛好会

75 松井　善一 静岡 男 矢倉太鼓保存会

76 柴田　淳之 静岡 男 矢倉太鼓保存会

78 阿部  義弘 新潟 男 十日町大太鼓雪花会

79 宍倉  麻子 千葉 女 艶太鼓

80 小野寺　正憲 千葉 男 一般

81 倉元　正義 石川 男 手取亢龍太鼓保存会

82 吉本　義徳 石川 男 手取亢龍太鼓

83 岡本  伸子 京都 女 いずみ太鼓木の鼓

84 藤井  千賀 京都 女 いずみ太鼓木の鼓

85 斉藤  留美 福島 女 陸上自衛隊郡山未来響衛太鼓

86 三森　勉 群馬 男 かやのみ太鼓

88 高柴  香織 福島 女 奥州須賀川松明太鼓保存会

89 上野　智恵 長崎 女 諫早天満太鼓保存会

91 小林  美穂 長野 女 信州安曇野穂高太鼓

92 中山　美恵子 福島 女 うねめ太鼓保存会

93 降旗  寿春 長野 男 三郷太鼓協議会

94 寺門　勝 茨城 男 和太鼓　鼓幸
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95 中山  初枝 石川 女 手取亢龍太鼓

97 上野　直子 千葉 女 大塚太鼓かずら会

98 押多連　理恵 千葉 女 大塚太鼓かずら会

99 吉本  美恵 石川 女 手取亢龍太鼓

100 簗瀬　和重 愛知 男 松平わ太鼓

101 中原　瞳 静岡 女 赤石太鼓保存会

103 伊東　健 佐賀 男 赤熊太鼓保存会

104 濱松  由佳 佐賀 女 不知火太鼓

107 飯島　沙織 千葉 女 城北流艶太鼓槐会

109 山岸  陽子 京都 女 京の櫓隊

113 多賀谷　宗寛 栃木 男 栃木太鼓和蔵会

115 西川　由美 三重 女 木曽岬桜華太鼓

118 青山　秀哉 愛知 男 清洲町伝統芸能保存会

119 殿岡　大輔 静岡 男 赤石太鼓保存会

125 石川　万里子 栃木 女 市貝武者太鼓振興会

127 土田　敏樹 長野 男 信州上田真田陣太鼓

129 高木　渉 富山 男 越中いさみ太鼓保存会

130 上　光 栃木 男 岩舟武蔵太鼓

131 阿部　千江美 群馬 女 ひごろも太鼓

132 森部　和哉 愛知 男 松平わ太鼓

133 中山　嘉子 神奈川 女 星槎学園高校“響”

134 渡辺　晃伸 神奈川 男 星槎学園高校“響”

136 馬場　誠 東京 男 天邪鬼

138 坂本　愛 佐賀 女 不知火太鼓

139 國政　由紀 佐賀 女 不知火太鼓

142 中村  涼子 宮崎 女 串間くるみ太鼓

145 那須  由桂 長崎 女 卸団地太鼓錬成会

146 木本　しず子 三重 女 一般

148 室野井　久雄 栃木 男 山びこ観音太鼓

149 室井  敬子 栃木 女 下野不動太鼓保存会

150 小峰　千明 栃木 女 市貝武者太鼓振興会

151 斉藤　和貴 千葉 男 太鼓衆楽

152 水野　英美 愛知 女 清洲町伝統芸能保存会

153 高田  麻衣 岐阜 女 象鼻山太鼓
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154 仁見　祐子 千葉 女 太鼓衆楽

159 中西  文代 群馬 女 一般

160 佐原  邦臣 千葉 男 一般

161 梅寿　香里 栃木 女 市貝武者太鼓振興会

162 髙野　亜紀子 栃木 女 下野不動太鼓保存会

163 梅木　陽二郎 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

164 西川  雅清 富山 男 氷見有磯太鼓保存会

165 小林  大輔 富山 男 氷見有磯太鼓保存会

169 三ヶ尻  香 大分 女 ゆふいん源流少年隊

170 穎川　昇平 大分 男 ゆふいん源流少年隊

171 今井　勇輔 大分 男 ゆふいん源流少年隊

172 大島  己直 大分 男 ゆふいん源流少年隊

173 稲留　大輔 鹿児島 男 天空太鼓

174 谷口　真理 宮崎 女 串間太鼓｢神童｣

175 隅田  帆香 神奈川 女 秦野観光和太鼓

177 百野  優子 宮崎 女 串間太鼓｢神童｣

178 溝口　葵 大分 女 ゆふいん源流少年隊

181 松村  大介 愛知 男 清洲町伝統芸能保存会

182 臼井  理恵 岐阜 女 岐阜勇爽太鼓

185 西岡　知則 奈良 男 大和の響き　京

187 伴内　松子 栃木 女 山びこ観音太鼓

190 藤後　とよみ 愛知 女 一般

194 手塚　将梧 宮崎 男 串間くるみ太鼓

196 河内　龍太郎 大分 男 ゆふいん源流少年隊

198 渡司　百合子 長崎 女 おおむら太鼓連 くじら太鼓

199 川崎　ひろみ 宮崎 女 橘太鼓響座

201 鴨田　綾香 埼玉 女 伊奈町綾瀬太鼓

202 柿田　京子 栃木 女 下野不動太鼓保存会

204 中山　直子 栃木 女 下野不動太鼓保存会

205 山本　明子 福島 女 天鏡太鼓

206 安齋  千穂 福島 女 和紙の里和雅美太鼓

209 大坪　鈴代 佐賀 女 牛津宿場華太鼓

211 安斎  亜矢 福島 女 和紙の里和雅美太鼓

212 堀　みさを 北海道 女 橋本流地獄太鼓和太鼓會
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213 堀　いくみ 北海道 女 橋本流地獄太鼓和太鼓會

214 浅井　孝二 北海道 男 橋本流地獄太鼓和太鼓會

215 大沼　泰紀 北海道 男 橋本流地獄太鼓和太鼓會

216 野崎　二味代 北海道 女 橋本流地獄太鼓和太鼓會

218 山本　政策 福島 男 天鏡太鼓

220 相馬　弘子 山形 女 太鼓道場風の会

222 鈴木　愛梨 秋田 女 のしろべらぼう太鼓

223 鈴木　ひとみ 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

225 大河原　りな 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

227 村田　恵美子 栃木 女 山びこ観音太鼓

229 荒井　浩元 栃木 男 下野不動太鼓保存会

230 室野井　ヨシヱ 栃木 女 山びこ観音太鼓

233 上田　夏姫 長崎 女 おおむら太鼓連くじら太鼓

234 高橋　壽一 大阪 男 豊里学園和太鼓鼓粋

235 前濵　亜由美 大阪 女 豊里学園和太鼓鼓粋

237 大西　美帆 長崎 女 おおむら太鼓連くじら太鼓

241 長谷川　洋子 福島 女 安達太良太鼓保存会

242 武者　拓未 神奈川 男 相州平塚七夕太鼓保存会

243 菅野　優 福島 男 山木屋太鼓クラブ

246 今村　伸吾 三重 男 四日市諏訪太鼓保存会

247 品川　沙耶香 福岡 女 飛龍八幡太鼓奉友会

249 品川　美奈代 福岡 女 飛龍八幡太鼓奉友会

250 須賀　智子 福岡 女 飛龍八幡太鼓奉友会

251 日髙　実生子 宮崎 女 華太鼓かんなの会

252 飯田　久美子 福岡 女 竹下太鼓振興会

253 大川内　司 佐賀 男 不知火太鼓

254 石津　和夏 福岡 女 竹下太鼓振興会

255 迫口　拓海 大分 男 ZENKAI少年太鼓｢和｣

256 山下　みさき 大阪 女 豊里学園和太鼓鼓粋

257 望月　みのり 静岡 女 矢倉太鼓保存会

259 神戸　法子 長野 女 上諏訪中学校

260 河合  大地 富山 男 越中いさみ太鼓

261 傳刀　凌太郎 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

264 増田　美菜 兵庫 女 豊岡こうのとり太鼓



認定
番号

氏名 都道府県名 性別 所属

265 日髙　知之 宮崎 男 華太鼓かんなの会

267 宮原　直樹 宮崎 女 橘太鼓 響座

268 那須　浩 宮崎 男 古郷太鼓扇一座

269 岩切　希望 宮崎 女 橘太鼓 響座

270 邱豐村 台湾 男 台湾太鼓協会

271 今野　境子 宮城 女 石巻日高見太鼓

272 芳賀　雄太 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

274 山本　真生 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

275 中島　将 福島 男 愛宕陣太鼓連響風組

280 菅原　貴志 宮城 男 米山丸山太鼓

281 井川　葉月紀 長崎 女 おおむら太鼓連くじら太鼓

282 鄭守芳 台湾 女 泰山

283 上田　芙雪 長崎 女 おおむら太鼓連くじら太鼓

285 池田　瑠璃 熊本 女 岱明八龍太鼓

286 江玫藝 台湾 女 台灣太鼓協會

287 吉田　香名恵 宮崎 女 橘太鼓 響座

288 平部　眞子 宮崎 女 橘太鼓 響座

289 山床　海 宮崎 男 橘太鼓 響座

291 林士豐 台湾 男 台灣太鼓協會

293 田島　美香 富山 女 福光もちつき太鼓保存会

294 畑中　陽子 富山 女 福光もちつき太鼓保存会

296 吉山　俊章 山口 男 周防千島太鼓保存会

297 毛利　佳奈 長野 女 みのわ太鼓

300 会田　結依 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

301 水村　輝 埼玉 女 武蔵流龍神太鼓

302 岩野　志津 京都 女 京都･和太鼓龍船

303 鈴木　ブルック 京都 女 京都･和太鼓龍船

304 川田　将司 宮崎 男 太鼓研修センター 響

306 森山　紗妃 佐賀 女 大和太鼓保存会

309 陳鵬凱 台湾 柏齡

310 劉玉琇 台湾 樂耕

314 神白　佑樹 福島 男 みや誠承太鼓

316 野沢　英行 長野 男 御諏訪太鼓保存会

317 健名　優 富山 女 福光もちつき太鼓
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318 小口　大輔 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

319 中村　大地 長野 男 信州安曇野穂高太鼓

320 日髙　蒔恵 宮崎 女 華太鼓 かんなの会

321 日髙　友紀 宮崎 女 華太鼓 かんなの会

322 何紹銘 台湾 男 泰山

324 田伏　慧多 宮崎 男 太鼓研修ｾﾝﾀｰ響

325 林庭緯 台湾 崔弟

326 王雅萱 台湾 崔弟

327 梁育綺 台湾 向日葵

328 徐愫鍈 台湾 泰山

329 陳譽惠 台湾 山佳

330 李麗娜 台湾 安德笙

331 鄭育蓁 台湾 女 泰山

332 吳妙汶 台湾 千阜

333 楢﨑　彩夏 大分 女 源流はさま太鼓

334 大澄　ひかり 愛知 女 鯱龍太鼓

336 杉山　朋子 岐阜 女 美濃もとす太鼓保存会

338 副島　由己子 愛知 女 鯱龍太鼓

339 上石　愛佳 福島 女 みや誠承太鼓

341 菅原　麻友 長野 女 御諏訪太鼓保存会

342 細谷　和実 福島 女 みや誠承太鼓

345 須田　拓之 福島 男 みや誠承太鼓

347 杉田　夏生 福島 男 みや誠承太鼓

350 小野寺　理奈 宮城 女 利府太鼓

352 阿部　桃恵 宮城 女 利府太鼓

353 松平　豊 大阪 男 一般

355 張雅琪 台湾 千阜

356 中津　七海 宮崎 女 日南太鼓衆｢爽空｣

357 中津　七星 宮崎 女 日南太鼓衆｢爽空｣

358 董美菁 台湾 豐陽

359 徐永昶 台湾 男 迦摩瓅

360 簡麗莎 台湾 女 天籟

361 张文泉 台湾 男 新加坡

362 王倩文 台湾 天祥
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364 松﨑　光遥 佐賀 男 大和太鼓保存会

365 陳勝閔 台湾 男 天祥

366 陳政銘 台湾 天祥

367 張景棟 台湾 男 愛伯特

368 姫野　優稀乃 宮崎 女 華太鼓 かんなの会

369 浜川　あつき 宮崎 女 はまご太鼓

370 市川　智希 栃木 男 下野不動太鼓保存会

371 横浜　宏哉 静岡 男 矢倉太鼓保存会

372 白木　伶奈 長野 女 みのわ太鼓保存会

373 梅島　崇弘 静岡 男 十七夜山千手寺　開枕太鼓保存会

375 松井　紋嘉 静岡 女 十七夜山千手寺　開枕太鼓保存会

376 林　愛佳 長野 女 みのわ太鼓保存会

378 市川　夏海 長野 女 信州上田真田陣太鼓

379 小松　信夫 長野 男 信州辰野太鼓

380 吉川　澄男 長野 男 信州真田六文銭太鼓保存会

381 中嶋　富美子 長野 女 信州辰野太鼓

382 橋本　真実 三重 女 四日市諏訪太鼓 龍雅

383 福崎　美由紀 茨城 女 本陣太鼓

384 菊地　真以 福島 女 みや誠承太鼓

385 矢沢　暢浩 福島 男 みや誠承太鼓

386 佐藤　悠 山形 男 太鼓道場風の会

387 宮坂　富士子 長野 女 信州上田真田陣太鼓保存会

389 千葉　由路 岩手 男 奥州水沢颯人和太鼓乃会

390 斎藤　瑠維 三重 男 高虎太鼓

391 武田　静也 福島 男 みや誠承太鼓

392 蔡欣芸 台湾 迦摩瓅

395 平野　千草 佐賀 女 風天太鼓保存会

396 施慧婷 台湾 女 樂波

397 井島　昂星 熊本 男 和太鼓 道心

398 蔣孟廷 台湾 男 柏齡

399 野中　咲良 佐賀 女 聖太鼓の会

400 川原　あかり 佐賀 女 不知火太鼓

401 符雅筑 台湾 女 柏齡

402 鳥越　瑳紀 宮崎 女 日南太鼓衆｢爽空｣



認定
番号

氏名 都道府県名 性別 所属

403 黒田　祐稀 宮崎 男 轟太鼓一座

404 山口　香 静岡 女 十七夜山千手寺 開枕太鼓保存会

405 波多野　翔大 岐阜 男 各務ヶ原太鼓保存会

406 横山　旬 岐阜 男 各務ヶ原太鼓保存会

407 吉田　一貴 岐阜 男 各務ヶ原太鼓保存会

408 北川　裕介 岐阜 男 各務ヶ原太鼓保存会

409 土田　純平 岐阜 男 各務ヶ原太鼓保存会

410 渡辺　莉恩 静岡 男 矢倉太鼓保存会

411 須藤　綾一 宮城 男 米山丸山太鼓

412 青木　雄大 宮城 男 米山丸山太鼓

413 佐々木　悠 岩手 女 奥州水沢颯人和太鼓乃会

414 鈴木　海斗 福島 男 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

415 添田　はな 福島 女 岩代國郡山うねめ太鼓保存会

416 梅花　孝好 北海道 女 橋本流みゆき太鼓

417 張芝棋 台湾 迦摩瓅

418 林　佑樹 佐賀 男 和太鼓｢葉隠｣

419 鄭資頤 台湾 男 迦摩瓅

420 徐永鳴 台湾 男 迦摩瓅

421 黃梓毓 台湾 男 天祥

422 陳湘琪 台湾 女 天祥

423 徐佑綸 台湾 男 葫蘆墩

424 木ノ上　光子 佐賀 女 風天太鼓保存会

425 二宮　千鶴 佐賀 女 風天太鼓保存会

426 林佩樺 台湾 女 千阜

427 邱子瑜 台湾 女 迦摩瓅

428 多田　聖矢 佐賀 男 大和太鼓保存会

429 橋本　ゆめ 佐賀 女 大和太鼓保存会

430 神代　華鈴 佐賀 女 大和太鼓保存会

431 石欣穎 台湾 女 向日葵

432 林滿鈴 台湾 女 千阜

433 潘若華 台湾 女 千阜

434 植田　晃太郎 福岡 男 和太鼓たぎり

435 廣木　優一 福岡 男 和太鼓たぎり

436 樋口　滉平 宮崎 男 轟太鼓一座



認定
番号

氏名 都道府県名 性別 所属

437 門川　智子 宮崎 女 轟太鼓一座

438 遠藤　風花 宮崎 女 日南太鼓衆｢爽空｣

439 松本　陸 宮崎 男 日南太鼓衆｢爽空｣

440 木村　信孝 青森 男 八甲田太鼓

441 齋藤　雪子 青森 女 八甲田太鼓

442 伏見　彰悟 栃木 男 野州轟一番太鼓

443 青木　乃愛 宮城 女 米山丸山太鼓

444 管野　泰斗 岩手 男 奥州水沢颯人和太鼓乃会

445 岡部　双葉 長野 女 信州真田六文銭太鼓保存会

446 濱田　遥華 岩手 女 奥州水沢颯人和太鼓乃会

447 金澤　さくら 福島 女 みや誠承太鼓

448 上石　真未 福島 女 みや誠承太鼓

449 豊吉　美月 岐阜 女 鼓國雷響JAPAN

450 久米　陽子 兵庫 女 神戸太鼓保存会

451 横山　陸 岐阜 男 岐阜和太鼓 和道

452 佐々木　ありす 北海道 女 ほろむい太鼓同好会

453 畑嶋　麻由美 北海道 女 厚真郷芸保存会

454 佐々木　健太 北海道 男 ほろむい太鼓同志会




















