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むら

姓号 陳列室 都道府県

村上　貴美子 ２－４９ 静　岡

村上　清翠 ２－８ 北海道

村上　千津子 ２－６ 栃　木

村上　美泉 ２－６ 滋　賀

村上　夢 ２－４３ 岐　阜

村瀬　栄子 ２－４９ 埼　玉

村瀬　桂芭 １－１ 千　葉

村瀬　英子 ３－１７ 栃　木

村田　早希 ２－４９ 埼　玉

村田　貴子 ２－４９ 千　葉

村田　津奈子 ２－２３ 東　京

村松　弘華 ２－８ 静　岡

村松　太子 １－２ 栃　木

村松　忠仁 ２－６ 静　岡

目黒　天偉求 ２－２３ 福　島

毛利　恵美 ２－４９ 茨　城

最上　香登 ２－６ 長　崎

最上　静山 １－１３ 長　崎

茂木　明子 ２－２３ 東　京

望月　一耿 １－１３ 静　岡

望月　勝久 ２－６ 静　岡

望月　虚舟 １－１ 兵　庫

望月　すい ３－１７ 静　岡

望月　すず江 ２－４９ 静　岡

望月　浩美 ２－８ 埼　玉

物部　浩子 １－５ 愛　知

森　貴苑 ２－４９ 長　崎

森　大衛 １－５ 富　山

守　大拙 １－５ 東　京

森　照美 １－１２ 東　京

もり

もり

姓号 陳列室 都道府県

森　富美 ３－１４ 長　崎

森　美智代 ２－８ 栃　木

森内　愛 ２－４３ 岡　山

森上　百合 ３－１７ 鳥　取

森木　夢羽 ２－４９ 東　京

森下　一葉 ２－４９ 愛　知

森下　久美 １－５ 愛　知

森下　煌波 ２－８ 神奈川

森末　天回 １－１２ 岡　山

森田　千晶 ２－６ 高　知

森田　千佐子 ２－４９ 岡　山

森田　抱一 ２－２３ 鳥　取

森田　真紀 ３－１４ 東　京

守田　美恵子 １－１３ 長　野

守屋　実咲 ２－４３ 岐　阜

森山　幸子 ２－５０ 東　京

森脇　華香 ２－９ 島　根

八木澤　秀巌 ２－２３ 栃　木

安河内　青水 ３－１４ 東　京

安﨑　陽菜 ２－４３ 埼　玉

安田　汐里 ２－５０ 岐　阜

安田　瑞花 ２－６ 熊　本

安野　城子 ２－５０ 福　井

矢谷　千春 ２－２３ 鳥　取

矢田部　琴舟 ２－２３ 愛　知

矢藤　子嵐 ２－２３ 愛　知

矢藤　巧真 ２－２３ 愛　知

柳瀬　望美 ２－６ 東　京

柳　しのぶ ２－５０ 福　岡

栁　美和 ２－２２ 新　潟

やな
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やな

姓号 陳列室 都道府県

柳谷　金平 １－１ 大　阪

柳橋　明子 １－１２ 東　京

柳瀬　碧泉 ３－２４ 富　山

柳瀬　佳雲 ２－５０ 富　山

矢野　敦子 ３－１７ 愛　媛

矢野　和美 １－１２ 愛　媛

矢野　翠燿 ２－６ 山　口

矢野　丹山 ２－５０ 埼　玉

矢萩　厚子 ２－８ 東　京

矢萩　春恵 １－２ 東　京

矢作　裕子 ２－５０ 東　京

薮崎　天峯 １－１２ 静　岡

山市　敦子 ３－２４ 栃　木

山内　彩寧 ２－４３ 岐　阜

山内　正 ２－５０ 愛　媛

山岡　寿海 １－３ 富　山

山岡　有希 ３－１８ 愛　媛

山岡　遊史 ２－２２ 高　知

山岸　邦山 ２－６ 愛　知

山岸　弥生 ２－８ 埼　玉

山口　明美 ２－８ 福　岡

山口　逸風 １－３ 長　崎

山口　蝸牛 １－５ 福　岡

山口　崇山 ２－６ 新　潟

山口　泉寿 ２－２２ 富　山

山口　芳雨 ２－８ 千　葉

山崎　銀川 ２－２２ 島　根

山崎　幸雲 ２－２２ 島　根

山﨑　北辰 ２－５０ 岡　山

山﨑　美幸 ２－８ 島　根

やま

やま

姓号 陳列室 都道府県

山崎　修 １－１２ 埼　玉

山﨑　弘苑 ３－１７ 埼　玉

山﨑　潤子 ３－１８ 神奈川

山崎　祥鳳 ２－５０ 富　山

山﨑　知子 ２－５０ 岐　阜

山崎　佳江 ２－２２ 新　潟

山下　さゆり ３－１７ 愛　知

山下　尚位 ２－２２ 愛　媛

山瀬　一成 １－１２ 静　岡

山田　英佳 ２－５０ 高　知

山田　五子 １－１２ 山　梨

山田　京子 ２－２２ 東　京

山田　紅楓 ２－６ 山　梨

山田　好華 ２－５０ 埼　玉

山田　蒼岳 ３－１７ 山　梨

山田　澹舟 ２－２２ 大　阪

山田　白容 ２－８ 東　京

山田　廣美 ３－１８ 栃　木

山田　雅子 １－５ 栃　木

山田　美鈴 ２－７ 鳥　取

山田　有美 ２－５０ 栃　木

山田　梨香 １－５ 東　京

山谷　七栄 ２－４４ 福　島

山中　翠谷 １－２ 埼　玉

山中　浩子 ２－５０ 高　知

山梨　真澄 ２－５０ 静　岡

山根　健一 ３－２４ 島　根

山根　史朗 １－１３ 岡　山

山根　亮海 １－１３ 鳥　取

山道　仁舟 ３－１８ 大　阪

やま
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山村　梅石 ２－２２ 高　知

山本　起峰 ２－７ 兵　庫

山本　康二 ２－２２ 愛　知

山本　珠恵 ２－２２ 富　山

山本　象光 １－１２ 島　根

山本　真翠 ２－７ 熊　本

山本　千紅 ２－２２ 神奈川

山本　多嘉子 ２－５０ 静　岡

山本　則子 ２－２２ 東　京

山本　人見 ２－５０ 香　川

山本　芳石 ２－８ 大　阪

山本　北陽 １－１２ 東　京

山本　游雲 ２－５０ 青　森

山本　裕子 ２－５０ 愛　知

山本　優里 ２－５０ 京　都

山本　葉子 ３－１８ 富　山

山本　佳子 ２－７ 栃　木

弓立　里美 ２－５０ 愛　媛

弓座　恵美子 ２－５１ 栃　木

湯本　志維 ３－１８ 東　京

尹　秀華 ３－２４ 東　京

用丸　至純 ３－２４ 福　島

横井　翠樹 ２－５１ 大　阪

横川　昌子 ３－２４ 東　京

横須賀　桂公 ２－５１ 埼　玉

横田　春茜 ３－２４ 神奈川

横田　陽花 ３－１８ 埼　玉

横田　雄大 ３－１８ 埼　玉

横手　奈緒美 ２－５１ 神奈川

横畑　久美 １－５ 高　知

よこ

よこ

姓号 陳列室 都道府県

横幕　理帆 ２－４３ 岐　阜

横溝　史紅 ２－２２ 埼　玉

横溝　泰子 ２－５１ 岡　山

横山　藍 ２－４３ 岐　阜

横山　蕙雨 １－１２ 埼　玉

横山　晟雲 ２－５１ 新　潟

横山　夕葉 １－８ 愛　知

横山　妙華 ２－２１ 新　潟

横山　延子 １－５ 埼　玉

吉岡　玉雲 ２－５１ 栃　木

吉岡　天樹 ２－５１ 大　阪

吉岡　智亨 ２－５１ 佐　賀

吉岡　仁美 ３－１８ 愛　媛

吉兼　理樹 ２－５１ 愛　知

吉川　暁遊 ３－１８ 福　井

吉澤　君子 ３－２４ 埼　玉

吉澤　健造 ２－８ 大　阪

吉田　喜美子 ２－７ 神奈川

吉田　雪花 ３－１９ 兵　庫

吉田　肇峯 ２－５１ 島　根

吉田　真菜 ２－４３ 岐　阜

吉田　美紀 ３－２４ 埼　玉

吉田　瑞広 ３－２４ 茨　城

吉田　裕子 ３－２４ 愛　媛

吉田　幸代 ２－８ 福　井

吉仲　枝利子 ２－５１ 熊　本

吉永　益美 ２－２１ 静　岡

𠮷松　絵里 ３－２４ 東　京

吉村　玄雲 ２－７ 佐　賀

吉村　抱山 ２－５１ 神奈川

よし
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よし

姓号 陳列室 都道府県

吉村　良江 ３－２４ 岐　阜

吉安　玲華 ２－８ 埼　玉

四本　華史 ３－２４ 東　京

米田　清翠 ２－２１ 愛　知

米田　白花 ２－５１ 神奈川

米山　克正 ２－５１ 島　根

米山　鬼峰 １－６ 神奈川

寄井　岳法 １－１２ 岐　阜

李　華雪 ２－７ 東　京

若木　月兎 ３－１８ 千　葉

若旅　敏江 ２－７ 茨　城

若月　悦子 １－１２ 島　根

若月　響子 ２－７ 島　根

若松　奈美 ２－２１ 岡　山

和氣　千春 ２－５１ 栃　木

和気　花奈 ２－４３ 栃　木

脇村　良子 １－１２ 大　阪

若生　茜渉 ２－５１ 東　京

鷲巣　千里 ２－５１ 静　岡

和田　京子 ２－２１ 島　根

和田　井外 ２－８ 島　根

和田　大康 １－１２ 高　知

和田　真美 ２－２１ 愛　媛

和田　康子 ２－７ 東　京

和田　幸風 ３－１８ 静　岡

渡瀬　英仁 ２－７ 神奈川

渡辺　燁子 ２－７ 栃　木

渡邉　彰子 ２－５２ 静　岡

渡邉　文 ２－５１ 神奈川

渡辺　栄子 ３－２４ 埼　玉

わた

わた

姓号 陳列室 都道府県

渡辺　温芳 ２－５２ 栃　木

渡邊　栞名 ２－４３ 埼　玉

渡部　玉蘭 ２－５２ 福　島

渡辺　邦子 ２－７ 岡　山

渡部　恵虹 ２－７ 東　京

渡辺　玄海 ２－７ 島　根

渡辺　健介 ３－１８ 大　阪

渡辺　瑚桃 ３－１８ 福　井

渡邉　五葉 ３－２４ 東　京

渡邉　紫煌 ３－２４ 神奈川

渡部　春麗 ２－５１ 福　島

渡邉　ちよ子 ２－２１ 兵　庫

渡邉　東龍 １－１ 東　京

渡邊　宏美 ３－２４ 栃　木

渡邉　文子 ３－２４ 東　京

渡辺　正子 ２－５３ 群　馬

渡部　八雲 ２－４３ 愛　媛

渡邊　泰子 ２－７ 埼　玉

渡部　洋舟 ２－５１ 福　島

渡邉　麗美 ２－５１ 静　岡

渡部　桂弦 １－５ 千　葉

和根崎　直樹 ３－２４ 北海道

藁科　無涯 １－１２ 静　岡

わら


