
招待条件達成おめでとうございます

(敬称略)

ナショナルコンベンション 2018
ガラディナー

大内 貢 （福　島） 水野 久美 (愛　知)

武藤 光子 （群　馬）

久米 明里 （埼　玉） 瀬戸嶋 美津子 （岡　山）

玉野 真知子 （東　京） 小川 桂絲香 （神奈川）

菊池 真弓 （群　馬） 前田 桶之子 （熊　本）

薮内 三恵子 （大　阪） 植田 裕子 （北海道）

上野 ミツ子 （鹿児島）

小林 忠義 （栃　木） 山下 桃恵香 （神奈川）

阿部 清美 （福　岡） 児玉 美智子 （北海道）

太田 深樹彦 （東　京） 河畠 元子 （兵　庫）

越川 順子 （埼　玉） 上原 千代美 （兵　庫）

宮岸 和枝 （奈　良） 宮本 美江 （群　馬）

加賀田 玲子 （千　葉） 佐藤 廣子 （東　京）

安田 晴彦 （東　京） 西川 美砂 （京　都）

武田 まみえ （岡　山） 土屋 法明 （岡　山）

後藤 房子 （岩　手） 三木 雪愛 （茨　城）

川鍋 弘子 （栃　木） 阿部 一乃 （群　馬）

関 啓子 （群　馬） 亀﨑 心禮子 （新　潟）

山口 恵美子 （新　潟） 小玉 佳世子 （千　葉）

酒井 正子 （千　葉） 瀬尾 真理 （東　京）

名倉 久女香 （東　京） 官 音 （大　阪）

小間 裕子 （兵　庫） 田中 謙吾 （兵　庫）

谷口 敏英 （広　島） 徳田 都伎子 （栃　木）

星野 美恵子 （群　馬） 古籏 弘子 （長　野）

柳瀬 満智子 （埼　玉） 笹崎 日和 （東　京）

関 紗有里 （東　京） 馬場 香 （神奈川）

奥村 ラクミ （岐　阜） 青柳 昌恵 （群　馬）

小野 かよ （群　馬） 杉崎 恒子 （神奈川）

山田 玉子 （兵　庫） 山口 智子 （奈　良）

伊佐木 八十子 （埼　玉） 兼子 英里香 （埼　玉）

松村 克美 （東　京） 松本 康与 （兵　庫）

小島 伸恵 （奈　良） 松永 るみ （岡　山）

武田 典子 （熊　本） 遠藤 雅也 （福　島）

武藤 理香 （埼　玉） 宇治 和子 （神奈川）

漢那 美佐子 （大　阪） 長﨑 大輔 （岡　山）

大熊 幸惠 （福　岡） 松尾 曜子 （佐　賀）

中沢 貴子 （群　馬） 古賀 慶子 （福　岡）

3名ご招待を達成された方

2名ご招待を達成された方

5名ご招待を達成された方

4名ご招待を達成された方



招待条件達成おめでとうございます

(敬称略)

ナショナルコンベンション 2018
ガラディナー

吉田 ゆみ子 （福　島） 三浦 恒子 （東　京）

小松 忠 （大　阪） 田島 一也 （福　岡）

荒 摂子 （宮　城） 早部 敏江 （群　馬）

山口 年則 （群　馬） 山野 節子 （新　潟）

篠﨑 照子 （東　京） 綱島 春美 （東　京）

福井 誠一郎 （東　京） 山口 惠子 （東　京）

武藤 陽子 （東　京） 横前 千恵子 （東　京）

寺田 有嬉子 （神奈川） 日浦 好美 （神奈川）

秋口 まさ子 （静　岡） 守屋 美佐 （愛　知）

山崎 たか子 （京　都） 志野 年昭 （大　阪）

藤井 加津子 （大　阪） 命婦 クミ （大　阪）

赤間 洋 （兵　庫） 高田 七海子 （兵　庫）

角 美保 （鳥　取） 十河 由佳 （香　川）

衛藤 修一 （福　岡） 川江 雅代 （北海道）

南 優子 （北海道） 大沼 美代子 （茨　城）

平賀 廣子 （新　潟） 石毛 飯千子 （埼　玉）

青栁 恵子 （千　葉） 秋山 雅子 （東　京）

猪野 和江 （東　京） 加藤 厚子 （三　重）

阪井 幾子 （大　阪） 久野 真希子 （兵　庫）

頼富 弘美 （香　川） 國吉 妙子 （沖　縄）

川村 美喜子 （北海道） 堀越 恵子 （北海道）

武田 冨貴子 （秋　田） 柴崎 碧基 （山　形）

三輪 孝子 （福　島） 山田 喜久枝 （栃　木）

髙橋 三枝子 （群　馬） 並木 秀代 （群　馬）

渡辺 惠子 （新　潟） 桂 美智子 （長　野）

前島 千代子 （埼　玉） 梅田 智香子 （千　葉）

板谷 真寿美 （東　京） 酒井 鴻 （東　京）

篠原 初穂 （東　京） 杉崎 内合子 （神奈川）

細川 容代 （愛　知） 岩田 康子 （鳥　取）

大倉 啓美 （岡　山） 善生 英司 （岡　山）

増田 多美子 （岡　山） 高吉 美惠子 （香　川）

井手 和子 （佐　賀） 守永 栄子 （熊　本）

森 良子 （鹿児島） 渡慶次 園子 （沖　縄）

鎌田 啓子 （北海道） 山野 均 （福　島）

小澤 洋子 （群　馬） 戸塚 みや子 （群　馬）

土門 明子 （群　馬） 星野 八代枝 （群　馬）

姫路 淳子 （新　潟） 武川 琴美 （山　梨）

比留間 美代子 （埼　玉） 熊田 恵 （千　葉）

髙木 らん子 （千　葉） 戸塚 英夫 （千　葉）

石澤 光子 （東　京） 田中 勲 （東　京）

徳永 葉子 （東　京） 長谷川 恵子 （東　京）

鈴木 紀海子 （神奈川） 名手 志津加 （神奈川）

表 卓美 （石　川） 日比 美恵 （愛　知）

1名ご招待を達成された方



招待条件達成おめでとうございます

(敬称略)

ナショナルコンベンション 2018
ガラディナー

多田 順子 （兵　庫） 宮西 幸子 （兵　庫）

古江 美雪 （岡　山） 三村 梨歌 （岡　山）

四谷 恭子 （岡　山） 新家 満知子 （愛　媛）

木原 輝子 （福　岡） 原田 智子 （福　岡）

松田 テイジャ （山　形） 高橋 勢津江 （福　島）

飯塚 ユ巳 （栃　木） 笹沼 睦夫 （栃　木）

田村 美鈴 （栃　木） 中原 ヒロ子 （栃　木）

笠原 昭子 （群　馬） 後藤 富士子 （群　馬）

佐藤 晴美 （群　馬） 真下 時江 （群　馬）

佐藤 厚子 （山　梨） 八巻 江津子 （山　梨）

板垣 美代子 （千　葉） 岩田 幸子 （東　京）

神保 悦子 （東　京） 浜口 幸代 （東　京）

広瀬 京子 （東　京） 松沢 美江子 （東　京）

見田 仁子 （東　京） 渡辺 浩子 （東　京）

角田 良子 （神奈川） 成瀬 裕子 （神奈川）

藤墳 百合子 （神奈川） 細山田 圓子 （神奈川）

園田 愛美 （静　岡） 小林 頼子 （福　井）

花井 都子 （愛　知） 半谷 晃子 （愛　知）

汪 艶 （京　都） 平井 悦子 （大　阪）

松田 澄江 （大　阪） 家氏 マサ子 （兵　庫）

髙原 康浩 （兵　庫） 南 登紀代 （兵　庫）

後谷 敦子 （岡　山） 亀山 結花 （岡　山）

櫻 昌子 （岡　山） 西嵜 淑美 （岡　山）

森山 友惠 （岡　山） 福岡 由紀子 （香　川）

髙井 富枝 （愛　媛） 宮原 京子 （福　岡）

米山 末子 （沖　縄） 天野 ゆかり （北海道）

嘉津 雪 （北海道） 相馬 裕美 （北海道）

元山 直子 （北海道） 八十嶋 佳子 （北海道）

瀬田 留里子 （岩　手） 中里 恵美 （岩　手）

及川 典子 （宮　城） 河村 美由記 （宮　城）

木村 夏惠 （宮　城） 申 明玉 （山　形）

阿部 喜代美 （栃　木） 岩澤 敏江 （栃　木）

寺内 美代子 （栃　木） 矢島 ユミ子 （栃　木）

横澤 晴美 （栃　木） 阿佐見 佳子 （群　馬）

飯塚 悦代 （群　馬） 飯野 かおり （群　馬）

内田 祥子 （群　馬） 小野 文子 （群　馬）

角屋 とし子 （群　馬） 川端 理枝子 （群　馬）

椎名 美智子 （群　馬） 鈴木 恵美 （群　馬）

仲田 帆南美 （群　馬） 並木 亜沙美 （群　馬）

平井 靖子 （群　馬） 星野 あずさ （群　馬）

小田 タイ子 （新　潟） 越水 愛 （新　潟）

辻川 陽子 （新　潟） 廣川 伸一 （新　潟）

星 貞子 （新　潟） 宮沢 節子 （新　潟）



招待条件達成おめでとうございます

(敬称略)

ナショナルコンベンション 2018
ガラディナー

内藤 知世 （山　梨） 廣瀬 十七子 （長　野）

小林 洋子 （埼　玉） 澤田 真由美 （埼　玉）

池田 洋子 （千　葉） 石井 美智代 （千　葉）

榎本 佐代子 （千　葉） 遠藤 香子 （千　葉）

大野 みどり （千　葉） 西嶋 真紀 （千　葉）

武藤 由子 （千　葉） 池田 由美子 （東　京）

加藤 奈緒美 （東　京） 上村 照子 （東　京）

佐藤 詠子 （東　京） 志賀 美智代 （東　京）

世古口 和子 （東　京） 長谷川 大 （東　京）

前田 秀人 （東　京） 松永 みどり （東　京）

吉田 孝子 （東　京） 今井 弘子 （東　京）

漆畑 真知子 （東　京） 河原 泉 （東　京）

田中 登喜子 （東　京） 玉野 恵理佳 （東　京）

蓮見 悦子 （東　京） 原田 惠 （東　京）

平野 久美子 （東　京） 後山 孝子 （神奈川）

小笠原 ちか子 （神奈川） 川田 知子 （神奈川）

下田 恵子 （神奈川） 鈴木 由恵 （神奈川）

多田 敦子 （神奈川） 田中 真紀子 （神奈川）

夏目 直行 （神奈川） 根本 節子 （神奈川）

吉岡 祐子 （神奈川） 酒井 淑子 （富　山）

小川 外美 （石　川） 中川 正恵 （石　川）

東 友栄 （石　川） 石塚 泰子 （福　井）

玉村 惠美子 （福　井） 石川 幸代 （愛　知）

重原 明昇 （愛　知） 田中 啓子 （愛　知）

長濱 晴子 （愛　知） 蜂谷 美恵子 （愛　知）

原 ゆみ子 （愛　知） 廣瀬 みさ （愛　知）

水野 昌代 （愛　知） 王 暁云 （京　都）

鶴岡 幸司 （京　都） 戸田 正和 （京　都）

神尾 知子 （大　阪） 清水 ひろみ （大　阪）

田中 芳子 （大　阪） 田村 純子 （大　阪）

並木 由輝子 （大　阪） 福田 はるみ （大　阪）

松田 恵子 （大　阪） 森井 好子 （大　阪）

大上 庄子 （兵　庫） 栗山 尚子 （兵　庫）

佐伯 千佳 （兵　庫） 寺西 佐知子 （兵　庫）

中谷 益美 （兵　庫） 狭間 芳美 （兵　庫）

日吉 良子 （兵　庫） 前田 秀樹 （兵　庫）

藤田 直美 （奈　良） 飯島 順子 （岡　山）

岡崎 ちはる （岡　山） 北原 弘美 （岡　山）

木林 敦子 （岡　山） 櫻井 真江 （岡　山）

田中 由美子 （岡　山） 西川 順子 （岡　山）

万 青 （岡　山） 矢部 久美 （岡　山）

渡邉 明子 （岡　山） 古野 紀夫 （山　口）

楠尾 由美 （香　川） 日高 幸子 （香　川）
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山内 心女 （愛　媛） 山口 祐里佳 （愛　媛）

石田 富代 （福　岡） 大坪 孝子 （福　岡）

田中 富士子 （福　岡） 野村 ゆかり （福　岡）

寺尾 智子 （熊　本） 東 千鶴 （熊　本）

大城 郁子 （沖　縄） 瀬底 初子 （沖　縄）

陳 小妙 （沖　縄） 飯島 雅子 （北海道）

伊東 恵子 （北海道） 谷口 理意 （北海道）

高橋 良枝 （山　形） 村山 直美 （山　形）

小平 陽子 （新　潟） 野澤 郷子 （栃　木）

飯塚 須磨子 （静　岡） 大野 暢子 （神奈川）

谷口 彰子 （神奈川） 野呂 和代 （神奈川）

泉 友子 （神奈川） 杉浦 伸子 （岐　阜）

竹市 智美 （愛　知） 松本 記代美 （愛　知）

仲辻 真弓 （岡　山） 渡辺 かおり （岡　山）

石橋 智子 （福　岡） 松村 真紀子 （福　岡）

小沢 和子 （東　京） 宮城 まゆみ （沖　縄）

湯本 恵子 （群　馬） 今泉 宣子 （群　馬）

岩﨑 美千帆 （群　馬） 中野 充代 （群　馬）

重原 克巳 （新　潟） 清水 かおる （神奈川）

日下部 敬子 （愛　知） 尾村 則江 （大　阪）

小川 富美江 （岡　山） 柴田 由加 （岡　山）

神山 月江 （沖　縄） 山城 美由紀 （沖　縄）

宮野 直美 （熊　本）


