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青森県 青山　ユキ 第1期 山梨県 芦澤　美也子 第1期

青森県 小野　登志 第1期 山梨県 石川　有紀子 第1期

青森県 小林　博子 第1期 山梨県 岡田　みゆき 第1期

青森県 山口　雪江 第1期 山梨県 篠原　操 第1期

青森県 種市　恭子 第2期 山梨県 矢崎　孝子 第1期

岩手県 澤村　よう子 第1期 山梨県 藤澤　惠子 第2期

岩手県 渡辺　マサ子 第1期 山梨県 井上　うめ子 第3期

宮城県 阿部　惠子 第1期 長野県 鈴木　聡子 第1期

宮城県 水原　和子 第1期 長野県 中山　美榮子 第1期

宮城県 渡邊　安子 第3期 長野県 原　楫 第1期

秋田県 奈良　孝子 第1期 長野県 冨沢　万寿子 第2期

秋田県 山科　みどり 第3期 長野県 涌井　美代 第2期

山形県 加藤　さくえ 第3期 長野県 黒沢　勝江 第2期

福島県 上遠野　恭子 第1期 静岡県 温田　須美子 第3期

福島県 星　久子 第1期 愛知県 内田　美子 第1期

福島県 湯田　良子 第1期 三重県 山　京子 第3期

福島県 一条　民子 第2期 京都府 中嶋　愛子 第1期

福島県 五十嵐　美子 第3期 京都府 谷口　いつ子 第3期

茨城県 久保田　ひろ子 第1期 大阪府 熱田　明子 第1期

茨城県 根本　紀子 第1期 大阪府 北村　壽子 第1期

茨城県 久間倉　芳子 第3期 大阪府 檜垣　靜世 第2期

群馬県 阿部　とし江 第1期 大阪府 森　知子 第2期

群馬県 渋澤　澄子 第1期 兵庫県 藤田　輝美 第1期

千葉県 齋藤　久子 第1期 兵庫県 登里　倭江 第2期

千葉県 椎名　久子 第1期 島根県 宮本　美保子 第1期

千葉県 棚倉　和恵 第1期 島根県 土山　晶代 第3期

千葉県 本間　初枝 第1期 岡山県 片岡　貞枝 第3期

神奈川県 込山　敏子 第1期 山口県 阿部　幹惠 第1期

新潟県 外山　迪子 第3期 山口県 家根内　清美 第3期

富山県 寺井　智子 第1期 徳島県 尾田　稔子 第3期

石川県 嶋崎　愛子 第1期 香川県 髙嶋　タカ子 第1期

石川県 塚原　幸子 第3期 愛媛県 西村　恭子 第2期

福井県 大霜　範子 第1期 福岡県 落合　ムツ子 第1期

福井県 棚田　喜代美 第1期 福岡県 原　多惠子 第1期

福井県 齊藤　博子 第3期 福岡県 松成　壽子 第1期

山梨県 浅川　敬子 第1期 佐賀県 犬塚　玲子 第1期
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佐賀県 甲斐　千津 第1期 沖縄県 内藤　貞代 第2期

佐賀県 原田　洋子 第1期 沖縄県 岸本　マリ子 第2期

長崎県 林田　美代子 第3期 沖縄県 宮城　初子 第2期

長崎県 松田　愛美 第3期 沖縄県 大田　ひろ子 第3期

熊本県 杉山　愛子 第1期 沖縄県 上原　八重子 第3期

熊本県 横田　三惠子 第1期 沖縄県 町田　初子 第3期

熊本県 山崎　向子 第2期 沖縄県 森山　幸子 第3期

熊本県 柿内　美芝 第3期 沖縄県 比嘉　清美 第3期

大分県 伊藤　京子 第1期 沖縄県 比嘉　輝子 第3期

大分県 河野　洋子 第1期

大分県 竹尾　悦子 第2期

大分県 志賀　則子 第3期

宮崎県 瀬戸口　みつ子第3期

鹿児島県 下靏　ヒサミ 第1期

鹿児島県 古城　るり子 第1期

鹿児島県 森永　靖子 第2期

鹿児島県 稲木　ヒロ子 第2期

鹿児島県 福﨑　照美 第2期

鹿児島県 池田　信子 第2期

鹿児島県 湯田　和惠 第2期

鹿児島県 谷津　郁子 第3期

鹿児島県 千草　好江 第3期

鹿児島県 加世堂　良子 第3期

鹿児島県 田中　良子 第3期

鹿児島県 田中　洋子 第3期

鹿児島県 原田　悦子 第3期

鹿児島県 兒玉　香 第3期

鹿児島県 白石　ミツ子 第3期

鹿児島県 前野　信子 第3期

鹿児島県 𠮷川　　洋子 第3期

鹿児島県 佐藤　ひとみ 第3期

沖縄県 新垣　喜美子 第1期

沖縄県 奥山　玲子 第1期

沖縄県 玉代㔟 道子 第1期

沖縄県 宮良　美恵子 第1期


