
７１回展1 －－

５０音順陳列名簿

あい

姓号 陳列室 都道府県

藍澤　優依 ２－１０ 静　岡

青井　裕美 ２－１８ 岡　山

青江　肇 ２－１８ 愛　媛

青木　空豁 ２－４７ 北海道

青木　志芳 １－１４ 東　京

青木　孝道 １－２４ 埼　玉

青木　徳香 ２－１０ 神奈川

青木　捷悟 ２－１１ 岡　山

青木　智恵 ２－４７ 岡　山

青木　雄山 ２－４７ 東　京

青野　夕景 ２－１８ 長　崎

青柳　吟風 １－２ 福　井

青柳　裕子 ３－１６ 大　阪

青山　浩之 １－５ 神奈川

赤坂　淑美 ３－１６ 千　葉

赤羽根　義貴 ２－１８ 栃　木

秋澤　朋愛 ２－４７ 神奈川

秋葉　三千子 １－２４ 東　京

秋本　耿雨 １－２ 神奈川

秋本　千恵 ２－１８ 東　京

秋山　花堂 ３－１６ 山　梨

秋山　佳代子 ２－４７ 静　岡

秋山　冠雪 １－１３ 埼　玉

秋山　孤石 ２－４７ 茨　城

秋山　幸枝 ２－１０ 愛　媛

阿久津　裕美 ２－１８ 栃　木

吾郷　佳昭 １－８ 島　根

淺井　喜苑 ３－１３ 広　島

朝井出　桃子 ２－１０ 静　岡

浅田　恭子 ２－１８ 福　井

あさ

あさ

姓号 陳列室 都道府県

浅沼　久美子 １－５ 埼　玉

浅野　天童 １－１０ 島　根

淺野　敏子 ３－１６ 福　井

朝比奈　妙子 ２－１８ 静　岡

浅海　万記子 １－１３ 愛　媛

網師本　日海 １－１７ 鳥　取

阿曽　優子 １－１５ 東　京

麻生　恵陽 ３－１６ 北海道

朝生　明道 １－２４ 埼　玉

安達　幸恵 ３－１３ 島　根

安達　未来 ２－４７ 三　重

渥美　忍 ２－４７ 静　岡

アナ　オート ３－１３ 東　京

阿野　薫 ２－４７ 秋　田

安部　愛 ３－１６ 神奈川

阿部　一碧 １－１５ 長　野

阿部　月兎 ３－１６ 埼　玉

阿部　陶音 ２－４７ 福　島

阿部　秀信 １－１５ 愛　媛

阿部　菜蕗 １－２４ 北海道

天野　和子 ２－１８ 島　根

天野　敏子 ２－４７ 愛　知

雨宮　華洋 １－２４ 山　梨

雨宮　千恵 ２－４７ 山　梨

雨宮　喜仁 ３－１６ 埼　玉

鮎川　稔 ２－４１ 茨　城

荒井　智絵 ２－４７ 東　京

新井　抱山 ２－４７ 千　葉

新井　美江 １－２５ 茨　城

荒井　柚 ３－１３ 神奈川

あら
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あら

姓号 陳列室 都道府県

荒井　理紗子 ２－３９ 神奈川

荒川　秀峰 １－２５ 福　島

荒木　愛子 ３－１３ 埼　玉

荒木　静苑 １－９ 茨　城

荒木　尚子 ３－１６ 大　阪

荒木　晴美 ２－４７ 佐　賀

荒木　右侊 １－２５ 福　岡

有本　泉神 １－８ 岡　山

有本　柳紅 １－１５ 岡　山

安　泥牛 ２－４７ 大　阪

安藤　初香 ２－４８ 神奈川

安東　聖子 ２－４８ 大　分

安藤　稔 ２－１０ 愛　知

安藤　由美子 ３－１３ 東　京

安藤　好子 １－２５ 愛　知

井伊　海香 ２－４８ 愛　媛

飯川　芳紫 ３－１３ 東　京

飯田　徹 ２－１０ 島　根

飯田　規子 ３－１７ 埼　玉

飯田　陽子 ３－１７ 埼　玉

飯塚　靖子 １－２５ 千　葉

飯野　耕雲 ２－１８ 埼　玉

飯野　崇 ２－４８ 栃　木

飯村　光明 ２－４８ 青　森

飯室　智光 １－５ 山　梨

五十嵐　窓花 ２－４８ 福　島

五十嵐　直子 ２－１８ 東　京

生田　孝子 １－１５ 大　阪

井口　直美 ２－４８ 新　潟

伊倉　沙耶香 ２－３９ 岐　阜

いぐ

いけ

姓号 陳列室 都道府県

池谷　天外 １－１０ 静　岡

池崎　浩美 ２－１９ 福　岡

池嶋　三恵 ２－１９ 大　阪

池田　梢香 １－５ 長　崎

池田　博江 ２－４８ 埼　玉

池田　亮治 ３－１３ 島　根

池野　直美 １－５ 東　京

石井　和子 １－２５ 神奈川

石井　煌隼 ３－１７ 福　島

石井　円 ２－４８ 東　京

石井　美登 １－１５ 神奈川

石井　悠舟 ２－４８ 兵　庫

石川　恵美子 ２－１９ 島　根

石川　汲月 ２－１９ 島　根

石川　玄石 １－１５ 大　阪

石川　定男 ２－４８ 愛　媛

石川　匠 ３－１３ 埼　玉

石川　久江 １－２５ 栃　木

石坂　和泉 ２－１１ 富　山

石崎　享 ２－１９ 栃　木

石橋　江美子 ２－１１ 茨　城

石原　敬香 ２－１９ 鳥　取

石原　秀海 ２－１１ 鳥　取

石原　美歩 １－９ 山　梨

石原　立恵 ２－４８ 岡　山

石丸　志抱 １－２５ 鳥　取

石森　明光 ３－１７ 福　井

石山　美憐 ３－１７ 山　梨

石渡　万起 ３－１７ 神奈川

和泉　永子 ２－４８ 栃　木

いず
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いず

姓号 陳列室 都道府県

和泉　紀代美 ３－１３ 富　山

和泉　蒼牛 １－３ 高　知

泉　好子 ２－１９ 愛　知

泉　諒治 ２－１１ 静　岡

出雲　天彩 ２－４９ 埼　玉

板倉　虹華 ３－１７ 愛　知

板倉　大河 １－５ 大　阪

板倉　陽子 ３－１７ 大　阪

板橋　将隆 ２－４９ 東　京

板谷　雨汲 ２－１９ 神奈川

市川　明徳 １－５ 愛　知

市川　馨 ２－１１ 熊　本

市川　美穂 ３－１７ 静　岡

市野渡　光子 １－９ 埼　玉

一柳　純子 ３－１３ 愛　知

井坪　大喜 １－１５ 長　野

出井　澄子 ３－１４ 埼　玉

出口　仙華 １－１３ 岡　山

糸　久美子 １－２５ 神奈川

伊藤　映紅 １－２５ 千　葉

伊藤　和也 １－２５ 埼　玉

伊東　喜久 ３－１７ 静　岡

伊藤　杏夏 ２－１１ 静　岡

伊藤　井翠 １－２４ 愛　知

伊藤　太一 ２－１９ 愛　媛

伊藤　千勝 １－１５ 静　岡

伊藤　理恵 １－５ 愛　媛

伊藤　理恵 ２－４９ 岐　阜

伊藤　梨花 ２－１１ 山　梨

伊藤　梨奈 ２－４９ 山　梨

いと

いと

姓号 陳列室 都道府県

糸数　玉水 ２－１９ 埼　玉

伊奈　美峰 ２－１９ 愛　知

稲垣　佐千代 １－１５ 東　京

稲垣　竹徑 ２－１９ 愛　知

稲垣　智昭 ２－４９ 愛　知

稲毛　清翠 ２－１１ 富　山

稲葉　樹子 ３－１４ 神奈川

稲葉　恵 １－１０ 東　京

稲見　志展 ２－４９ 東　京

稲村　恵里 ２－１９ 愛　媛

稲山　白蕉 ２－４１ 岡　山

犬塚　玉陽 １－５ 愛　知

井野　華水 １－２５ 愛　知

井野　吟紅 １－２ 愛　知

井野　維子 ２－１９ 栃　木

井上　玉堂 １－９ 岡　山

井上　柊華 １－２４ 神奈川

井上　寿汀 ２－１９ 富　山

井上　翠深 ３－１７ 大　阪

井上　茜聲 ２－１１ 東　京

井之上　智美 ３－１４ 岐　阜

井上　豊子 １－２５ 東　京

井上　洋美 ２－１９ 島　根

井上　木鳳 ２－１ 東　京

井上　陽風 ２－２０ 埼　玉

井上　蘭 ３－１４ 東　京

猪子　里美 ２－４９ 愛　知

猪股　眠丁 １－８ 埼　玉

猪山　美津子 ２－４９ 東　京

伊林　賢一 ２－４９ 神奈川

いば
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いま

姓号 陳列室 都道府県

今井　久美 ２－１ 佐　賀

今井　秀子 ２－１１ 大　阪

今井　眞須美 ３－１７ 大　阪

今津　昌子 １－１５ 神奈川

今中　径華 ２－２０ 大　阪

今福　桂秋 ２－２０ 東　京

今村　悦子 ２－１ 鹿児島

今村　蕙水 ２－４９ 神奈川

伊代野　美代子 ２－１ 神奈川

入江　伊津子 ２－１ 熊　本

入部　法子 ２－２０ 福　岡

岩井　沼曄 ３－１４ 東　京

岩井　紅果 ２－１１ 埼　玉

岩岡　忠明 １－１０ 愛　媛

岩﨑　恵美子 ２－４９ 東　京

岩﨑　俊平 ２－２０ 岡　山

岩嵜　菜津乃 ２－２０ 千　葉

岩崎　有華 １－５ 東　京

岩崎　玲子 ２－４８ 大　阪

岩﨑　春泉 ２－４８ 静　岡

岩下　紀代子 ３－１８ 東　京

岩下　翠柳 １－１５ 東　京

岩嶋　巌峰 １－１５ 神奈川

岩島　久美子 １－５ 神奈川

岩瀬　久美子 ２－４９ 千　葉

岩瀬　心泉 ２－４１ 愛　知

岩瀬　浩子 ２－４９ 千　葉

岩田　明子 ２－４９ 神奈川

岩田　和恵 ２－２０ 愛　媛

岩田　輝代 １－９ 鳥　取

いわ

いわ

姓号 陳列室 都道府県

岩永　加奈代 ３－１８ 東　京

岩村　珠光 １－１０ 福　島

岩本　悦子 ２－１ 島　根

岩本　加代子 ２－１ 徳　島

印出　隆之 ２－１ 栃　木

印藤　弘子 ２－２０ 大　阪

植田　美智子 １－１５ 高　知

上田　智子 ２－５０ 神奈川

上田　友子 ２－２０ 神奈川

上田　楓樹 ２－５０ 大　阪

上田　麗湖 ２－１ 島　根

上原　溪花 ２－２０ 長　崎

上原　直子 ３－１８ 埼　玉

植原　豊秋 １－１５ 群　馬

上原　美紅 ２－５０ 栃　木

上平　清逕 ２－１ 大　阪

上平　泰雅 ２－２０ 兵　庫

上平　桃凜 ２－５０ 大　阪

上平　梅径 １－５ 大　阪

上松　桂扇 １－３ 神奈川

上村　泰水 １－２ 東　京

上山　茜 ２－５０ 福　井

鵜飼　冠山 １－５ 愛　知

浮辺　浩 ２－２１ 愛　知

浮谷　御佳子 ３－１９ 東　京

宇治野　鶴美 ２－１１ 埼　玉

薄井　絵理子 ２－５０ 神奈川

薄田　一哉 １－１１ 新　潟

薄葉　瞳水 ２－２１ 埼　玉

宇田川　恵茜 ２－１ 東　京

うだ
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うち

姓号 陳列室 都道府県

内門　律華 １－５ 東　京

内田　一煌 ２－４１ 東　京

内田　玉涛 ２－２１ 岡　山

内田　睦美 １－５ 富　山

内堀　幸子 ２－２１ 東　京

宇都宮　有沙 ２－３９ 岐　阜

宇都宮　澄美 ２－５０ 愛　媛

梅澤　悠志 ２－２１ 東　京

梅津　政子 １－１５ 島　根

梅原　光峯 ３－１８ 静　岡

梅原　真希 ２－３９ 静　岡

梅村　鉄明 ２－１１ 愛　知

海野　蔦江 ３－１８ 静　岡

江頭　美津子 ２－１ 東　京

江田　光子 ２－５０ 東　京

枝村　香峰 ２－５０ 岡　山

越前　雅彦 ２－１ 青　森

越善　里奈 ２－３９ 埼　玉

江連　洋子 ２－２１ 神奈川

榎本　みゆき ２－２１ 東　京

江原　幸堂 ２－２１ 岡　山

魵澤　暁子 ２－５０ 東　京

海老原　富美 １－５ 埼　玉

江本　桃子 ２－１１ 静　岡

遠田　大穀 １－１５ 島　根

遠藤　彩香 ２－５０ 福　井

遠藤　紫香 ２－２１ 愛　知

遠藤　節子 ２－５０ 茨　城

及川　良子 ２－２１ 山　形

大網　爽園 １－８ 千　葉

おお

おお

姓号 陳列室 都道府県

大石　樹己 ３－１４ 静　岡

大石　雄大 ２－５０ 東　京

大石　千世 １－３ 静　岡

大石　博子 ２－２１ 兵　庫

大石　萠蘭 ２－１１ 長　崎

大石　保子 ３－１８ 静　岡

大井田　奈々 ３－１４ 愛　媛

大浦　香月 ２－２１ 福　井

大江　和枝 ２－２１ 岡　山

大賀　園美 ２－５０ 島　根

大賀美　秀峯 １－９ 島　根

大河　秀啓 ２－２１ 岡　山

大國　一寿 ３－１４ 島　根

大久保　如風 ２－２１ 福　井

大久保　美伽 ２－４９ 福　井

大久保　諭隆 ３－１８ 福　井

大倉　智子 ２－１２ 島　根

大越　ひなの ２－４５ 静　岡

大下　京子 ３－１８ 愛　媛

大島　喜代 １－１７ 大　阪

大島　泰菁 ２－２１ 東　京

大島　智慧子 ２－２２ 島　根

大島　美紀 ３－１８ 東　京

大須賀　三葉 １－１６ 神奈川

大関　絹恵 ２－５０ 栃　木

太田　加奈子 ２－２２ 静　岡

太田　月虹 ２－２２ 静　岡

太田　智子 ３－１３ 島　根

太田　仁 ２－２２ 静　岡

大田　美香代 ２－５０ 愛　媛

おお
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おお

姓号 陳列室 都道府県

大竹　久美子 ２－１ 静　岡

大嶽　幸子 ３－１８ 静　岡

大達　慶子 ２－２２ 島　根

大谷　悦子 ２－１２ 埼　玉

大谷　巨樹 ２－１２ 東　京

大谷　白萩 ２－１２ 高　知

大重　篁泉 ２－２２ 岡　山

大塚　香蘭 １－１６ 富　山

大塚　孝予 ３－１４ 東　京

大塚　泊如 ２－２ 福　井

大塚　友紀子 ２－５０ 静　岡

大床　蘭水 ２－２２ 富　山

大西　松彩 ２－５０ 大　分

大西　博子 ２－２ 島　根

大野　煌心 ３－１８ 神奈川

大野　志峰 ２－２２ 岡　山

大野　帆洋 ２－５０ 東　京

大場　美恵子 ２－５１ 島　根

大平　弘雲 ２－５１ 新　潟

大町　邦子 ２－５１ 神奈川

大村　志雄 ２－２２ 東　京

大村　宏子 ２－５１ 東　京

大森　節 ２－２２ 島　根

大森　哲 １－１ 千　葉

大森　智美 ２－５１ 栃　木

大森　優江 ２－５１ 神奈川

大矢　千鶴 ３－１４ 和歌山

大谷　直子 １－５ 埼　玉

大矢　真実 ２－３９ 神奈川

大矢　祐実 ２－３９ 神奈川

おお

おお

姓号 陳列室 都道府県

大山　小圡 ２－５１ 福　岡

大山　智園 ２－５１ 岐　阜

大山　陽周 ３－１４ 東　京

大類　天鶴 １－１６ 栃　木

大和田　志峯 ２－２２ 東　京

岡　郁美 ２－２２ 東　京

岡　秀峯 ２－２２ 埼　玉

岡　桑玄 １－３ 福　岡

岡　文隆 ２－１２ 福　井

岡井　覚一郎 ２－５１ 東　京

岡井　宏 ２－１ 愛　媛

岡崎　昭子 ２－１２ 東　京

岡崎　奈々子 ２－２２ 島　根

岡崎　遊子 １－８ 福　井

岡嶋　桂川 ２－５１ 岐　阜

岡田　玖美 ３－１４ 富　山

岡田　稲香 １－３ 山　梨

岡田　流煙 ２－２２ 福　井

岡野　杏 ２－３９ 東　京

岡野　敬子 １－４ 三　重

岡野　俊子 １－５ 岡　山

岡部　明子 ２－２ 富　山

岡部　美翔 ２－２２ 山　梨

岡村　杏奈 ３－１８ 埼　玉

岡村　篁寿 ２－５１ 岡　山

岡村　鉄琴 １－１６ 新　潟

岡村　抱寿 ２－５１ 鳥　取

岡本　香菜 ３－１８ 静　岡

岡本　清子 ２－１２ 愛　知

岡本　春聲 １－９ 神奈川

おか
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おか

姓号 陳列室 都道府県

岡本　翠華 ２－５１ 兵　庫

岡本　蔦江 １－１０ 愛　媛

岡本　英恵 ２－５１ 神奈川

岡本　悠花 ３－２７ 和歌山

岡本　由美 ３－２７ 富　山

岡山　亜沙美 ３－１８ 埼　玉

小川　華舟 ２－５１ 愛　知

小川　玉寿 １－１７ 富　山

小川　青華 １－１０ 千　葉

小川　呑海 １－６ 埼　玉

沖﨑　寿帆 ２－２ 富　山

冲永　郷子 ２－５０ 愛　媛

於久　正朗 ３－１８ 東　京

奥　玲舟 ２－２ 神奈川

奥田　龍泉 ２－１２ 福　井

奥野　寿峰 ２－２ 富　山

奥村　珠枝 ２－２ 大　阪

奥村　澄月 ２－５１ 埼　玉

奥村　壽 ２－５１ 愛　媛

奥村　英夫 ２－２２ 愛　媛

奥山　香葉 ２－２３ 福　井

小倉　揮代 ２－１１ 愛　媛

小倉　薫雄 ２－２３ 東　京

小栗　悦園 ２－５１ 岐　阜

桶本　香蘭 ２－１２ 北海道

尾崎　大美 ２－２３ 徳　島

長田　清苑 ２－２ 山　梨

長田　万知 ２－５２ 福　井

小澤　智子 ３－１９ 静　岡

小澤　宏 ２－１２ 茨　城

おざ

おざ

姓号 陳列室 都道府県

小澤　恵 ２－２３ 東　京

尾関　明美 ３－１８ 岐　阜

小副川　明子 ３－１８ 福　岡

小田桐　石峰 １－１６ 青　森

小田島　和翠 ２－２３ 秋　田

小谷　寛幸 １－１６ 福　井

越智　長風 １－１４ 愛　媛

落合　棲谷 ３－１９ 愛　知

落合　正峰 １－１６ 神奈川

音渕　胡々 ２－３９ 静　岡

小野　歌璉 ２－１１ 青　森

小野　恵香 ２－２３ 東　京

小野　孝子 ２－５２ 大　分

小野　結子 ２－５２ 大　阪

尾上　和祥 ２－５２ 長　崎

小野﨑　啓太 １－１７ 栃　木

小野崎　美知 ２－２３ 栃　木

小野沢　真由美 ２－２３ 神奈川

小野塚　新 ３－１９ 埼　玉

小幡　賢司 ２－１２ 東　京

小幡　幹子 １－１０ 東　京

小畑　梨香 ２－１２ 鳥　取

尾花　也生 １－６ 栃　木

小原　有理 ２－２３ 埼　玉

小俣　愛 ２－１２ 東　京

及川　裕子 ２－５２ 千　葉

織田　由紀 ３－１９ 愛　媛

音田　晃江 ２－５２ 鳥　取

貝瀬　耿翠 ２－２３ 新　潟

鏡　綵華 １－１４ 埼　玉

かが
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かき

姓号 陳列室 都道府県

柿下　木冠 １－３ 静　岡

柿沼　希和子 ２－５２ 秋　田

柿葉　梢風 １－６ 高　知

角　羊亭 １－１６ 岡　山

角屋　奈紀佐 ３－１９ 埼　玉

掛川　佳子 １－８ 神奈川

影山　翠風 ２－５２ 福　島

籠瀬　提花 １－１１ 愛　知

河西　翠恵 ２－５１ 神奈川

風岡　将平 ２－４１ 静　岡

風間　恵華 ２－２３ 新　潟

梶田　翡舟 ２－２３ 大　阪

梶谷　厚子 ３－１９ 島　根

梶谷　由美 ３－２７ 島　根

樫原　里映 ２－５２ 高　知

梶原　久香 ２－２３ 長　崎

鹿嶋　蕙風 ２－５１ 東　京

梶本　久美子 ２－２３ 愛　媛

加瀬　岳龍 ２－５２ 茨　城

加田　のり子 ２－１２ 島　根

片岡　重和 １－１ 埼　玉

片岡　青霞 ２－１３ 栃　木

片岡　澄雲 ２－２ 富　山

片桐　千賀子 ２－２ 愛　知

片山　大樹 ２－２３ 岡　山

片山　竜篁 １－１１ 岡　山

勝　久美子 ３－１９ 岐　阜

勝田　敏子 ３－２７ 島　根

勝山　昌佳 ３－１８ 栃　木

門　華香 ２－１３ 大　阪

かど

かと

姓号 陳列室 都道府県

加藤　一止行 １－１６ 愛　媛

加藤　久華 ２－５２ 埼　玉

加藤　久美子 ３－１９ 埼　玉

加藤　珪風 ２－５２ 愛　知

嘉藤　子邦 ２－５３ 島　根

加藤　蕉園 ２－３ 東　京

加藤　祥子 ２－５３ 岐　阜

加藤　翠苑 １－１７ 東　京

加藤　静雨 ３－１９ 埼　玉

加藤　青洋 ２－２３ 埼　玉

加藤　夕堤 １－１６ 愛　知

加藤　世津子 ３－１９ 栃　木

加藤　哲也 ２－５３ 愛　媛

加藤　美苑 ２－２３ 東　京

加藤　房子 ２－５３ 東　京

加藤　木石 １－１ 東　京

加藤　心咲 ３－２３ 静　岡

加藤　和楓 ２－５３ 岐　阜

門田　広大 ２－５３ 北海道

門田　秀樹 ２－２４ 愛　媛

門屋　恭子 ２－５３ 愛　媛

金澤　順子 ２－５３ 鳥　取

金島　陽子 ３－２３ 茨　城

金丸　天放 １－１ 千　葉

金森　直美 ２－５３ 愛　媛

金子　勝枝 ３－２３ 東　京

金子　青蓮 ２－１３ 大　阪

金子　蒼原 １－３ 埼　玉

金子　眞江 ２－２４ 高　知

金剌　萌菜 ２－３９ 静　岡

かね
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かね

姓号 陳列室 都道府県

金田　忠士 ２－２４ 栃　木

金田　玲子 ２－３ 栃　木

兼松　春紅 ２－５３ 千　葉

加納　眞澄美 １－１０ 島　根

加納　みはる ２－５３ 岐　阜

上岡　白雨 １－６ 高　知

上川　飛泉 ２－３ 東　京

神谷　光園 １－４ 愛　知

亀井　恵理子 ２－２４ 愛　媛

亀井　和美 ２－１２ 東　京

亀井　大城 ２－２４ 岡　山

亀井　要和 ２－５３ 愛　媛

亀田　幸子 ２－５３ 愛　媛

掃部　邦子 ２－２ 福　井

唐紙　健一 ３－２３ 埼　玉

カラスコーサ　
ローサマリア

３－２３ 東　京

川井　郁男 ２－２４ 愛　媛

川合　朋枝 ２－２４ 愛　知

川井　碧洋 ３－２３ 福　島

河合　正志 １－１６ 兵　庫

川上　粋舟 ２－１２ 大　阪

川上　星恵 ２－２４ 神奈川

川上　天峯 ２－５３ 栃　木

川上　雅弘 ２－３ 島　根

川上　蘭恵 ２－２４ 岡　山

川上　和舟 １－６ 大　阪

川口　綾子 ２－５３ 栃　木

川口　多津 ２－５３ 高　知

河口　裕美 ２－５３ 愛　媛

かわ

かわ

姓号 陳列室 都道府県

川口　良樹 ２－２４ 愛　媛

川口　流霞 ２－３９ 富　山

川﨑　修子 １－６ 神奈川

川崎　麻衣 ２－５３ 東　京

川島　周子 ２－５３ 北海道

川島　千里 ２－３９ 埼　玉

川嶋　奈美 １－１７ 栃　木

河瀬　明 ２－２ 島　根

河瀬　法子 １－１６ 島　根

河瀬　真実 ２－１３ 島　根

河瀬　雄太郎 ２－２４ 栃　木

河田　秀香 ２－５３ 岡　山

河内　東壁 １－１７ 熊　本

川西　偉也 ２－１２ 長　崎

川西　真子 ２－５４ 高　知

河野　奈穂子 ２－１３ 神奈川

河野　美代 ２－１３ 福　井

川野辺　朱昶 ２－１２ 千　葉

河村　恭子 １－７ 東　京

河村　緐実 ３－２３ 千　葉

川村　翠心 １－１７ 神奈川

河目　幸子 ２－２４ 東　京

川本　昌風 ２－５４ 東　京

河本　青華 ２－２５ 岡　山

簡　恵美 １－６ 福　岡

菅家　早織 ２－５４ 千　葉

神崎　江龍 ２－２５ 愛　媛

神田　恭男 ３－２３ 島　根

菅原　紗代 ２－５４ 愛　媛

菊川　國夫 １－３ 愛　媛

きく
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きく

姓号 陳列室 都道府県

菊地　玉扇 １－２ 福　島

菊地　茜琇 ２－５４ 東　京

菊地　千嘉子 ２－２５ 東　京

木口　真由美 ２－１３ 大　阪

岸　信子 ３－１９ 神奈川

木嶋　智恵 ２－５４ 神奈川

木田　涛洋 ３－１９ 福　島

北川　秀華 ２－５４ 富　山

北川　明佳 ２－２５ 東　京

北島　野乃華 ３－２４ 神奈川

北島　美恵 ２－２５ 東　京

北住　基 ３－１９ 岐　阜

北畑　円美 ２－２ 東　京

北原　玄徳 ２－５４ 栃　木

北見　梢雨 ２－２５ 神奈川

北見　琢也 １－６ 神奈川

北村　明美 ２－２５ 東　京

北村　郁久子 ２－２５ 東　京

北村　松峯 ２－５４ 長　崎

北村　まり子 ２－５４ 愛　知

北村　美弥子 ２－５４ 佐　賀

北村　義弘 ２－５４ 愛　知

北山　昌代 ３－２４ 静　岡

木戸　春琴 ２－２５ 福　井

城戸　寿美 ３－２３ 埼　玉

鬼頭　宏美 ２－５４ 東　京

木野　仙堂 ２－５４ 福　島

木下　大無 ２－２５ 神奈川

木下　美恵子 ２－２５ 愛　媛

木下　美奈 ２－５４ 熊　本

きの

きほ

姓号 陳列室 都道府県

奇峰　秀木 １－１７ 岡　山

木村　玉舟 ２－２ 神奈川

木村　恵子 １－１７ 東　京

木村　啓子 ２－１３ 東　京

木村　恵芳 １－１７ 秋　田

木村　天翔 １－１７ 東　京

木村　利雄 ２－５４ 神奈川

桐山　大綬 １－３ 長　崎

日下部　みゆき ２－２５ 愛　知

草刈　彩子 ２－５４ 東　京

草島　久美子 ２－５５ 栃　木

艸田　洋子 １－１７ 愛　知

葛井　綾 ３－１９ 東　京

楠木　陽子 ２－５５ 富　山

楠本　智津 ２－５５ 愛　媛

忽那　海放 １－１８ 愛　媛

工藤　歩美 ２－２５ 秋　田

工藤　優泉 ２－５５ 埼　玉

國井　久美子 １－６ 千　葉

國枝　将子 １－１０ 大　阪

久保　菜々子 ２－３９ 愛　知

久保　尾上 ２－５５ 岡　山

久保　幽翠 １－１１ 愛　媛

久保田　ひろ子 ２－５５ 茨　城

久保中　清雅 ２－５５ 大　阪

熊　海岳 ２－１３ 千　葉

熊野　弘子 ２－３ 兵　庫

久米田　直美 ２－５５ 高　知

倉崎　緑 ３－１９ 埼　玉

倉澤　太清 ２－５５ 栃　木

くら
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くら

姓号 陳列室 都道府県

倉島　こず恵 ２－２５ 神奈川

倉田　安子 ２－４２ 栃　木

倉持　朱炎 ２－２５ 埼　玉

栗岡　佑以子 ３－２４ 島　根

栗林　千春 ２－５４ 秋　田

栗谷　裕子 ２－２５ 神奈川

栗山　溪月 ２－２５ 和歌山

栗山　光子 ２－２５ 大　阪

呉本　京子 ３－２４ 東　京

黒川　香織 ２－５５ 栃　木

黒川　晴矢 ２－１３ 栃　木

黒河　稔 ２－５５ 愛　媛

黒木　志葉 ２－５５ 東　京

黒崎　節子 １－９ 長　野

黒沢　玲峯 ３－１ 福　島

黒田　弥三 ２－１３ 福　井

黒柳　景光 ２－２５ 愛　知

黒栁　真実 ２－１４ 愛　知

桑畑　芙紀子 ３－１ 神奈川

郡司　倫也 ３－１ 神奈川

郡司　美穂 ３－１ 東　京

呉　愛珍 ２－２６ 神奈川

小池　直靖 ３－１ 富　山

小泉　移山 １－６ 東　京

小泉　加奈子 ３－１ 栃　木

小泉　恵桜 ２－３ 東　京

小出　扇雅 ２－３ 群　馬

好　司 １－１０ 静　岡

神前　青波 ２－１４ 大　阪

神戸　恵子 ３－１ 長　野

ごう

こう

姓号 陳列室 都道府県

高野　景子 ３－１９ 埼　玉

河野　秀風 ３－１ 福　井

郷原　美紀子 ３－２０ 島　根

香村　孤竹 １－１８ 愛　知

香山　飛雲 ２－２６ 大　阪

古賀　訟子 １－１１ 佐　賀

古賀　穰山 ２－２６ 神奈川

小形　則江 ２－４ 栃　木

小木曽　瑞園 ３－１ 岐　阜

古口　比手古 ２－３ 埼　玉

國分　春彫 ３－１ 東　京

小島　勇 ３－２０ 富　山

小島　一恵 １－１８ 千　葉

小島　春奈 ２－４１ 埼　玉

小瀬村　雅石 ２－２６ 神奈川

小太刀　久子 ３－２４ 栃　木

小谷　佐知子 ２－２６ 鳥　取

児玉　公子 ２－１３ 東　京

小坪　弥生 ３－１ 熊　本

古藤　広美 ２－２６ 島　根

後藤　奏恵 ３－１ 東　京

後藤　容子 １－６ 埼　玉

五島　耳楽 ３－２０ 大　阪

小沼　葉舟 ２－２６ 埼　玉

小林　彩乃 ３－１ 埼　玉

小林　加奈 ２－２６ 愛　知

小林　浄 ２－２６ 栃　木

小林　紅琳 １－１７ 愛　知

小林　三登 ３－２４ 埼　玉

小林　千鶴 ２－２６ 山　梨

こば
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こば

姓号 陳列室 都道府県

小林　澄翠 ２－２６ 愛　知

小林　露子 ２－４ 熊　本

小林　律子 ２－３ 東　京

小林　白武 ３－１ 栃　木

小林　史佳 ３－２０ 長　野

小林　北斗 １－１１ 岡　山

小林　稔 ２－１４ 埼　玉

小林　燁青 ２－２６ 千　葉

小原　孝子 ３－１ 愛　媛

小原　かおり ３－１ 島　根

駒場　秀江 ３－２０ 栃　木

小室　月影 ３－２０ 奈　良

米谷　大洋 １－１８ 富　山

小矢島　陽子 ３－２０ 栃　木

小安　彩琳 ３－２４ 東　京

小谷田　宏 ３－１ 東　京

小山　健吾 ２－１４ 埼　玉

小山　智絵 ３－１ 富　山

是永　尚志 １－８ 静　岡

是永　由乃 ３－１ 静　岡

言水　抱泉 ２－７ 鳥　取

近土　清玉 ２－４ 岡　山

近藤　桂鸞 １－３ 神奈川

近藤　粋月 ３－２０ 静　岡

近藤　延子 １－１７ 愛　知

近藤　美浦 ２－１４ 千　葉

近藤　陽翠 ３－１ 福　井

近藤　玲恵 ２－４ 神奈川

近藤　礼子 ２－１４ 愛　媛

今野　真理子 ２－２６ 埼　玉

こん

こん

姓号 陳列室 都道府県

昆野　紬香 ３－２ 山　形

才崎　翠山 ３－２ 富　山

斎藤　一吼 １－６ 栃　木

斎藤　暁花 ２－１４ 福　島

齋藤　芝香 １－１７ 愛　知

齋藤　修一 ３－２ 福　井

齋藤　萩青 ２－４ 東　京

齋藤　翠恵 ２－４ 東　京

斎藤　敏美 ２－１３ 愛　知

齋藤　則子 ３－２０ 埼　玉

齋藤　尋美 ２－２６ 栃　木

齊藤　風蓮 ３－２ 山　梨

齋藤　裕一 ２－４ 栃　木

齋藤　洋子 ２－２６ 栃　木

齊藤　黎樹 ３－２ 大　阪

齋藤　超 ３－２ 栃　木

佐伯　恭華 ３－２ 岐　阜

嵯峨　幹子 ２－３ 東　京

酒井　麻見 １－２ 富　山

阪井　悦子 ２－４ 大　阪

酒井　敬子 ２－２６ 神奈川

酒井　幸雅 ３－２０ 福　島

酒井　瀞苑 １－１７ 富　山

酒井　真沙 １－８ 栃　木

坂井　拓美 ２－１４ 新　潟

酒井　浩之 ２－２７ 静　岡

酒井　路子 ３－２ 東　京

境　龍井 ２－４ 福　岡

坂入　文 ２－２７ 東　京

榊原　克彦 ２－２７ 埼　玉

さか
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さか

姓号 陳列室 都道府県

榊原　橘花 ２－２７ 静　岡

榊原　芳泉 ２－１４ 茨　城

坂口　菫 ３－２４ 富　山

坂口　正法 ２－１４ 佐　賀

坂崎　仁 １－１７ 京　都

坂根　久乃 ３－２ 島　根

坂場　恒典 ３－２０ 茨　城

坂本　幸司 ３－２４ 東　京

阪本　之陽 ３－２ 愛　媛

坂本　汀霞 ３－２０ 愛　媛

崎山　抱河 １－１３ 愛　媛

崎山　玲紅 ３－２ 愛　媛

櫻井　香織理 ３－２４ 群　馬

櫻井　敬朔 １－７ 栃　木

櫻井　誠子 ３－２ 高　知

桜井　誠子 ３－２０ 静　岡

櫻井　徳史 １－１１ 福　井

櫻井　由加里 ３－２ 福　岡

櫻本　太志 １－１０ 東　京

佐々　協子 ３－２ 千　葉

笹川　仁寿 ３－２０ 富　山

佐々木　学龍 ２－５ 東　京

佐々木　嵓邦 １－２ 愛　知

佐々木　敬扇 ２－１４ 福　井

佐々木　紅翠 ２－１４ 千　葉

佐々木　重信 ３－２ 栃　木

佐々木　多恵子 ２－２７ 東　京

佐々木　桐子 ３－２ 栃　木

佐々木　美香 ３－２ 秋　田

佐々木　美希 ３－２４ 埼　玉

ささ

ささ

姓号 陳列室 都道府県

佐々木　光子 ３－２ 大　阪

佐々木　瑶月 ２－１４ 東　京

笹沼　映子 ２－４ 栃　木

雀部　高代 ２－４ 東　京

指田　紫風 ２－４ 東　京

佐田　久巳 ２－２７ 千　葉

佐藤　愛 ３－２０ 栃　木

佐藤　杏南 ３－２４ 埼　玉

佐藤　海雲 １－２ 新　潟

佐藤　和枝 ３－２ 静　岡

佐藤　寛山 ２－４ 愛　知

佐藤　恵子 １－７ 東　京

佐藤　桂透 ２－５ 東　京

佐藤　恵風 ２－２７ 長　崎

佐藤　晃子 ３－２１ 東　京

佐藤　紅陽 ３－２ 福　島

佐藤　幸恵 １－１７ 島　根

佐藤　成華 ２－２７ 新　潟

佐藤　孝 ２－２７ 栃　木

佐藤　白秀 １－７ 岡　山

佐藤　武陽 ３－２ 東　京

佐藤　美早紀 ２－３９ 福　井

佐藤　美智子 ３－３ 北海道

佐藤　義之 １－１７ 東　京

真田　稲生 ３－３ 茨　城

佐野　志織 ３－３ 宮　崎

佐野　智美 ２－３９ 神奈川

佐野　知美 ２－３９ 山　梨

佐野　那摘 ２－３９ 岐　阜

佐野　美宇 ３－３ 神奈川

さの
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さは

姓号 陳列室 都道府県

佐原　琰霞 ３－２４ 神奈川

澤　芳蘭 ２－１５ 鳥　取

澤江　抱石 １－１ 埼　玉

澤田　寛 １－２ 栃　木

澤田　博象 ２－２７ 高　知

澤村　輝虹 ２－１５ 長　崎

塩貝　玉容 ２－２７ 大　阪

塩毛　利生 ３－３ 島　根

塩野　玄機 １－７ 栃　木

志賀　啓二 １－１７ 愛　媛

重松　廣海 ３－３ 愛　媛

重村　志游 ３－２１ 東　京

宍戸　敬子 ３－３ 東　京

篠﨑　一開 １－１８ 埼　玉

篠﨑　無関 １－１９ 栃　木

篠原　茂徳 １－８ 愛　媛

篠原　千明 ２－４１ 静　岡

柴﨑　優太 ３－３ 神奈川

柴田　竹翠 ３－３ 静　岡

柴田　布沙子 ３－３ 秋　田

柴田　真由美 ３－３ 愛　知

芝田　義雄 ２－２７ 愛　媛

柴原　靖彦 ２－５ 岡　山

柴本　彩月 ２－２８ 静　岡

柴山　抱海 １－３ 鳥　取

渋江　ゆり子 ２－５ 東　京

澁澤　亜希子 ２－４１ 群　馬

渋谷　皋華 ２－１５ 新　潟

志摩　鏡子 ３－４ 愛　媛

島　牧 ２－２８ 大　阪

しま

しま

姓号 陳列室 都道府県

島田　紀三子 ２－２８ 熊　本

島田　啓子 ２－５２ 埼　玉

島田　竹風 ２－１５ 埼　玉

島田　萠楓 ２－５ 神奈川

嶋村　雪華 ３－２１ 岡　山

清水　香抄 ３－３ 東　京

清水　鳩山 １－１ 埼　玉

清水　香苑 ２－５ 福　井

清水　佐知子 ３－３ 東　京

清水　ちさ子 １－１８ 東　京

清水　桃香 ２－５ 北海道

清水　春美 ２－２８ 島　根

清水　裕美 １－１８ 山　梨

清水　義雄 ３－２４ 千　葉

下川　舟月 ３－３ 埼　玉

下川　秀雪 ３－４ 岡　山

下田　小夜子 ２－４ 熊　本

下平　美和子 ２－５２ 神奈川

下村　英之 ３－２１ 茨　城

下元　華峰 ３－４ 高　知

城市　勤女 ２－１５ 島　根

上甲　鼓季 ３－４ 愛　媛

昌子　悠子 ３－２４ 島　根

白井　佳象 １－１８ 京　都

白井　翔香 ３－４ 京　都

白井　清香 １－１８ 京　都

白石　玄雨 ２－１５ 埼　玉

白石　智舟 ２－２８ 東　京

白越　春芳 ３－４ 奈　良

白戸　翠花 ２－４１ 北海道

しら
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しら

姓号 陳列室 都道府県

白鳥　寿子 ２－２８ 埼　玉

シルビア　ルエ
ンゴ

３－２５ 東　京

城田　聖華 ３－２１ 栃　木

代田　美泉 ２－５ 愛　知

新庄　桂子 ２－２８ 富　山

新谷　賀夜子 ３－４ 東　京

新藤　成懸 ２－２８ 東　京

新藤　武吉 ３－４ 東　京

進藤　玲風 ３－４ 埼　玉

眞明　京花 ３－４ 高　知

新脇　有艶 ３－２１ 大　阪

末永　千賀 ２－２８ 東　京

末永　洋子 ３－２１ 栃　木

菅沼　雄風 １－９ 東　京

菅山　雲翠 ２－２８ 千　葉

杉生　喜久子 ３－２４ 東　京

杉浦　利香 ３－２１ 茨　城

杉坂　育子 １－１８ 愛　知

杉田　節子 １－１８ 愛　知

杉野　悦子 ２－２８ 愛　媛

杉原　恒心 １－１８ 島　根

杉原　之栄 ２－２８ 島　根

杉本　京峰 ３－４ 岡　山

杉本　澄子 ２－１５ 栃　木

杉本　尚美 ３－２１ 東　京

杉本　瑠美 ３－４ 静　岡

杉山　光雪 ３－４ 新　潟

杉山　桃青 ２－４ 静　岡

杉山　奈央 ２－２８ 静　岡

すぎ

すぎ

姓号 陳列室 都道府県

杉山　昌弘 ２－２８ 神奈川

勝呂　淳子 ２－５ 千　葉

助川　碧舟 ２－２８ 福　島

鈴岡　圭子 ３－２１ 愛　媛

鈴木　昭夫 ３－４ 福　島

鈴木　敦子 ２－５ 静　岡

鈴木　栄子 ３－４ 栃　木

鈴木　諧玄 ２－５ 愛　知

鈴木　加奈子 ３－４ 静　岡

鈴木　喜美子 ２－２８ 東　京

鈴木　玉箋 １－７ 東　京

鈴木　尚香 ２－２８ 静　岡

鈴木　松厓 １－１８ 愛　知

鈴木　扇舟 ３－４ 福　島

鈴木　琤楓 ２－２８ 千　葉

鈴木　拓馬 ２－１５ 静　岡

鈴木　健夫 ３－４ 栃　木

鈴木　武憲 ２－２９ 東　京

鈴木　寿和 ２－４２ 栃　木

鈴木　トモ子 ３－２１ 東　京

鈴木　豊邑 ２－２９ 静　岡

鈴木　美恵子 ２－１５ 静　岡

鈴木　美都子 ２－６ 愛　知

鈴木　美代子 ３－４ 埼　玉

鈴木　美代子 ３－４ 栃　木

鈴木　容華 ２－５ 愛　知

鈴木　曄扇 ３－５ 福　島

鈴木　露恵 ２－１５ 東　京

須田　沙都 ３－５ 茨　城

ステファニー　 ３－２４ 東　京

すて



７１回展16 －－

５０音順陳列名簿

すて

姓号 陳列室 都道府県

ミッシェル

須永　茜潮 ３－２４ 栃　木

砂川　紗輝 ３－２２ 神奈川

砂越　隆一 ３－２１ 神奈川

砂見　絢子 ３－２４ 千　葉

須之部　彩子 ２－１５ 神奈川

隅内　晴香 ３－５ 栃　木

住田　香織 ３－５ 岡　山

角谷　俊人 ３－５ 愛　知

角谷　弘子 ２－２９ 愛　知

諏訪　公道 １－７ 栃　木

関　恵玉 ２－５ 神奈川

関　恵山 １－１９ 福　井

關　菜摘 ２－３９ 栃　木

関　飛星 ２－２９ 千　葉

関根　英春 ２－１５ 栃　木

関野　裕美子 ２－１５ 神奈川

関矢　光葉 ２－２９ 新　潟

瀬島　恵津子 ２－２９ 埼　玉

瀬田川　芳子 ３－５ 秋　田

脊戸　みちる ３－５ 富　山

千石　成子 ３－５ 富　山

泉水　良琴 ２－１４ 神奈川

千代　歩月 １－１８ 富　山

仙波　美恵子 ３－５ 愛　媛

宗雲　美樹 ２－２９ 熊　本

五月女　章子 ２－１５ 栃　木

相馬　洋子 ２－２９ 栃　木

曽田　左南 １－８ 島　根

曽田　章楷 １－１８ 岡　山

そだ

その

姓号 陳列室 都道府県

園山　啓子 ３－２５ 島　根

園山　弥世栄 ３－２５ 島　根

染谷　昌峰 ３－５ 千　葉

泰平　恵子 ２－５ 福　岡

平　仁司 ３－２５ 島　根

髙井　天江 ２－２９ 富　山

鷹尾　美和 ３－５ 大　阪

髙尾　順子 ２－２９ 富　山

高貝　恵子 ３－５ 秋　田

高木　五月 ３－５ 神奈川

髙木　紫光 １－１９ 愛　知

高木　純平 ３－５ 東　京

高倉　掃雲 １－７ 福　岡

髙崎　清之助 ２－２９ 千　葉

田片　右法 ２－２９ 香　川

高田　和明 ３－２５ 埼　玉

高田　苗央 ３－２５ 埼　玉

高塚　淑子 ３－５ 鳥　取

高野　早苗 １－１９ 東　京

高野　裕美 ２－１５ 茨　城

高野　俶子 ２－２９ 神奈川

高橋　朝子 １－１９ 埼　玉

高橋　乙研 １－１９ 島　根

高橋　雨香 ２－２９ 高　知

髙橋　英子 ３－２５ 埼　玉

高橋　恵実 ３－２１ 神奈川

髙橋　香里 ３－５ 東　京

髙橋　岳風 ３－５ 東　京

高橋　香澄 ３－２１ 静　岡

髙橋　玉堂 ３－４ 北海道

たか
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たか

姓号 陳列室 都道府県

高橋　久美子 ３－２５ 千　葉

髙橋　恵子 ３－５ 神奈川

高橋　光雲 ２－２９ 栃　木

高橋　香苑 ２－５ 新　潟

髙橋　古都 １－１９ 東　京

髙橋　純子 ３－６ 東　京

高橋　須葉 ２－２９ 茨　城

髙橋　孝子 ３－６ 神奈川

髙橋　隆 ３－２４ 東　京

髙橋　卓幹 ３－６ 栃　木

高橋　照弘 １－１９ 千　葉

髙橋　東路 ３－６ 栃　木

高橋　直嗣 ２－２９ 静　岡

髙橋　麻季代 ３－６ 栃　木

高橋　美智子 ３－６ 東　京

髙橋　陸 ２－１５ 栃　木

髙浜　静観 ２－１６ 神奈川

高林　由美 ３－２１ 栃　木

髙原　麗華 ３－６ 岡　山

髙部　美恵子 ３－２１ 愛　媛

高見　志香 ３－６ 高　知

髙村　翠瑛 ３－２５ 東　京

高本　直子 ２－１６ 神奈川

高柳　華菁 １－１９ 東　京

高山　正湖 ２－１５ 神奈川

瀧口　素子 ３－６ 神奈川

滝沢　史清 ３－６ 福　島

滝澤　青泉 １－７ 愛　媛

滝山　直美 ２－３０ 富　山

田窪　草丘 ３－６ 神奈川

たく

たけ

姓号 陳列室 都道府県

武井　とも子 ３－２１ 東　京

武井　文香 ２－２９ 栃　木

武石　一孝 ３－２５ 東　京

竹内　明子 ３－２５ 岐　阜

竹内　香代 １－７ 東　京

竹内　紅華 ３－６ 福　井

竹内　鴻雪 １－１９ 北海道

竹内　紫燕 １－１９ 愛　知

竹内　志久 ３－２５ 東　京

竹内　鳳仙 １－２ 神奈川

竹内　萬里 ２－２９ 愛　媛

竹口　亜希 ２－１６ 大　阪

竹口　万梨 ２－３０ 大　阪

竹澤　衿子 ２－３０ 栃　木

竹澤　彰一 １－１９ 埼　玉

竹下　芝悠 ２－５ 島　根

竹條　友苑 ２－３０ 愛　知

武富　布佐子 ２－３０ 神奈川

武野　桂華 ２－５ 愛　知

竹之内　幽水 １－２ 佐　賀

武村　祥玉 ２－３０ 岡　山

武本　由布 ２－１６ 大　阪

武本　邑紅 ２－１６ 大　阪

武本　蘭石 １－１１ 大　阪

田阪　恵美 １－１９ 東　京

田島　不染 １－１９ 愛　知

田尻　満里子 ３－２１ 大　阪

田代　君代 ２－６ 栃　木

田代　揚春 ３－６ 栃　木

田添　祥鶴 ３－６ 熊　本

たぞ
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ただ

姓号 陳列室 都道府県

多田　弘子 ２－３０ 埼　玉

多々良　芳子 １－１９ 神奈川

立野　松雲 １－３ 長　崎

橘　香妃恵 １－１９ 東　京

立川　大岳 １－７ 神奈川

伊達　智恵子 ２－１６ 埼　玉

立石　佳園 １－１９ 福　岡

舘野　公美 １－７ 東　京

田中　綾乃 ３－２２ 岡　山

田中　君江 １－７ 埼　玉

田中　玉泉 ２－３０ 福　井

田中　幸寿 ３－２２ 富　山

田中　皇洋 ２－１６ 佐　賀

田中　こころ ３－６ 大　阪

田中　彩雨 ２－６ 埼　玉

田中　司子 ２－６ 東　京

田中　繁雄 １－９ 長　崎

田中　成子 ３－２６ 東　京

田中　浄風 ３－２２ 静　岡

田中　蒼琴 ３－６ 岡　山

田中　艶子 ３－２５ 埼　玉

田中　輝征 ２－６ 東　京

田中　白燿 １－３ 高　知

田中　博子 ２－３０ 兵　庫

田中　明枝 ３－６ 東　京

田中　洋子 ２－６ 埼　玉

田中　禮月 ３－２５ 福　島

田邉　竹綾 ２－３０ 富　山

谷川　礼 ３－６ 埼　玉

谷口　溪樹 ３－２３ 大　阪

たに

たに

姓号 陳列室 都道府県

谷口　陽天 ３－２５ 富　山

谷口　稜河 ２－１６ 富　山

谷崎　寿洋 ２－３０ 富　山

谷橋　宏子 ３－７ 神奈川

谷村　洸晶 ３－２２ 富　山

田吹　梅枝 ２－３０ 大　分

田房　七七重 ２－６ 愛　媛

田淵　康弘 １－１０ 岡　山

玉居子　浩美 ３－７ 栃　木

玉樹　小華 ３－２２ 岐　阜

玉柳　和華 ２－１６ 愛　媛

田村　京葉 ２－３０ 栃　木

田村　成美 ２－１６ 東　京

田村　寿聖 ２－６ 富　山

田村　静鶴 ３－７ 栃　木

田村　敏子 ２－６ 熊　本

田村　智子 ３－２５ 神奈川

田村　祐子 ３－７ 島　根

田村　嶺雲 ３－２５ 東　京

田山　稔夫 １－１９ 茨　城

丹治　浩子 ３－２２ 栃　木

丹野　千桜 ３－７ 長　崎

旦保　万里子 １－２０ 茨　城

近澤　文絵 ３－７ 千　葉

力石　庸子 ２－６ 栃　木

千金楽　恒水 ３－７ 栃　木

知見　侑紀 ２－１６ 埼　玉

千田　ユリ子 ２－３０ 埼　玉

知原　志津 １－２０ 高　知

茶谷　公之 ３－７ 東　京

ちゃ
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つう

姓号 陳列室 都道府県

津浦　景子 ３－７ 栃　木

塚崎　訓子 ３－７ 静　岡

塚田　清加 ３－７ 茨　城

塚原　希代 ２－３０ 東　京

塚本　芳翠 ３－７ 茨　城

月森　玄遊 ２－３０ 島　根

築山　美香 ２－１６ 愛　知

築山　みなみ １－１１ 愛　知

辻　田鶴子 １－７ 神奈川

辻　太朗 ３－７ 京　都

辻　由紀子 ３－７ 福　岡

辻原　美和子 ２－７ 島　根

津田　敦泉 ３－２３ 茨　城

津田　美砂 ２－３０ 千　葉

津田　熊卿 ２－７ 岡　山

土田　欣縁 ２－４１ 福　井

土田　尚春 １－２０ 福　井

土屋　克己 １－８ 埼　玉

土屋　清楽 ３－２５ 東　京

都築　心扇 ２－１６ 愛　知

都筑　節子 ３－８ 東　京

堤　拓斗 ２－１６ 埼　玉

常光　雨汀 １－８ 高　知

角田　照代 ２－３０ 東　京

壷井　恵 １－１０ 大　阪

坪内　こあ ２－３９ 島　根

坪田　千生 ２－１７ 富　山

津村　翠芳 ２－７ 茨　城

鶴田　愼司 ３－８ 長　野

靏田　賢良 ２－１６ 福　岡

つる

つる

姓号 陳列室 都道府県

鶴山　桂月 ２－７ 熊　本

宮田　泥舟 ３－８ 大　阪

手島　岑翠 ３－８ 神奈川

手島　□六 １－２ 神奈川

手塚　さくら ２－３９ 栃　木

手塚　知里 ２－３０ 栃　木

寺井　史明 １－８ 島　根

寺崎　聰子 ２－３１ 栃　木

寺澤　美咲 ２－３９ 岐　阜

寺田　翠石 ２－３１ 埼　玉

寺田　まゆ子 ３－８ 長　崎

寺田　瑞歩 ２－３９ 静　岡

寺戸　和憲 ３－２５ 島　根

寺本　貴子 ３－８ 熊　本

栂野　里華 ３－８ 富　山

戸川　江純 ３－８ 岡　山

土岐　萠錦 ２－１７ 神奈川

戸木　美江子 ２－３１ 千　葉

鴇嵜　瑞枝 ２－７ 東　京

時政　荘子 １－８ 静　岡

得田　睦月 ２－６ 東　京

徳永　妙子 ２－１６ 愛　媛

杜多　明女 ３－８ 神奈川

栃村　信子 ３－２２ 栃　木

當波　雅子 ３－２５ 富　山

殿岡　春苑 ２－１７ 静　岡

外崎　清琴 ３－２４ 青　森

土橋　いづみ ３－８ 東　京

土橋　遙舟 ３－８ 大　阪

冨岡　彩夏 ３－８ 埼　玉

とみ
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とみ

姓号 陳列室 都道府県

冨岡　豊英 １－８ 高　知

冨澤　悦子 ２－１７ 大　阪

冨澤　祐里江 ３－２５ 千　葉

冨田　知世 ２－３１ 島　根

富田　千代 １－２０ 山　梨

留野　光江 ３－８ 千　葉

外山　博彰 １－１ 静　岡

豊内　由美 １－２０ 島　根

豊島　峰雲 １－８ 新　潟

豊田　佳香 ２－３１ 東　京

豊田　純子 ３－２５ 埼　玉

鳥越　祥博 １－１ 神奈川

直井　幸子 ２－７ 栃　木

中井　貴舟 ２－１７ 高　知

中井　由香里 ３－８ 岡　山

永井　泉 １－２０ 新　潟

永井　華澄 ３－２５ 東　京

永井　光抱 ２－６ 静　岡

永井　光子 ３－８ 熊　本

永井　良篤 ２－３１ 愛　媛

永石　恵子 ３－８ 福　岡

永江　佳子 ３－８ 愛　知

長岡　孝子 ２－３１ 島　根

仲川　恭司 １－１ 埼　玉

中川　環 ３－８ 愛　媛

中澤　茜舟 ２－３１ 大　阪

中澤　千鶴子 ３－８ 富　山

中澤　碧 ３－８ 東　京

長沢　照子 ２－６ 神奈川

中島　里美 ３－２５ 島　根

なか

なか

姓号 陳列室 都道府県

中島　順子 １－８ 島　根

中島　祐三子 ３－９ 愛　知

中嶋　光春 ３－９ 埼　玉

中島　照子 ３－２４ 北海道

中島　美園 ３－９ 岐　阜

中島　久栄 ２－３１ 東　京

中島　碧水 ３－２２ 富　山

中島　美雪 ３－２２ 大　阪

中島　龍溪 １－３ 愛　知

長島　智惠美 ２－６ 島　根

中瀬　汀寿 ３－９ 富　山

長瀬　一眞 ３－９ 高　知

中田　能利子 ３－２２ 東　京

中田　津弥子 ３－９ 富　山

永田　珠山 ２－７ 愛　知

永田　美幸 ３－９ 愛　知

中谷　文香 ３－９ 兵　庫

中津　祐三子 ３－９ 東　京

長塚　美佳 ３－９ 神奈川

中西　櫻扇 ２－３１ 東　京

中根　海童 １－２０ 岐　阜

中野　和子 ３－９ 神奈川

中野　耕嗣 ２－１７ 埼　玉

中野　白遥 ２－６ 静　岡

永野　絵理 ３－２４ 栃　木

永野　昭史 ２－３１ 高　知

長野　夢生 ３－９ 東　京

中橋　美恵子 ２－１７ 愛　知

中林　裕子 ２－３１ 三　重

中原　京子 １－１１ 神奈川

なか
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なか

姓号 陳列室 都道府県

中平　祥子 １－８ 高　知

中村　季風 ２－３２ 長　野

中村　暁華 ２－４１ 福　井

中村　幸恵 ２－３２ 高　知

中村　太湯 １－２０ 熊　本

中村　友子 ３－９ 茨　城

中村　裕美 ３－２２ 東　京

中村　ひろみ ３－２２ 栃　木

中村　ふみ子 ２－７ 千　葉

中村　公望 ２－３９ 東　京

中村　海鈴 ２－３２ 静　岡

中村　由美子 １－９ 茨　城

中村　由美子 ３－２５ 富　山

中村　立強 １－１ 愛　知

中村　律香 １－１９ 埼　玉

中森　万象 １－１１ 神奈川

中屋　寿雨 １－２０ 富　山

中屋　松雲 ２－７ 高　知

中山　薫風 ２－１７ 佐　賀

中山　啓子 １－２０ 東　京

中山　就介 ２－３２ 高　知

中山　秀征 ３－２２ 東　京

中山　八重 ３－９ 長　崎

長山　洋子 ３－９ 栃　木

永吉　仁 ２－３２ 神奈川

長羅　典子 ２－７ 島　根

流目　翠蘭 １－２０ 千　葉

夏目　祥舟 ２－３２ 静　岡

名取　幸子 ３－９ 山　梨

浪江　雪華 ３－９ 埼　玉

なみ

なみ

姓号 陳列室 都道府県

並木　寛 ３－２２ 東　京

波切　童州 １－１０ 愛　知

行木　虹聲 １－３ 東　京

奈良原　汀柯 ３－９ 神奈川

成田　清子 ２－３２ 埼　玉

成田　彩姫 ３－２５ 福　島

成田　早耶香 ２－３２ 愛　知

成田　澄恵 １－１０ 千　葉

成田　桃園 ２－１７ 福　島

成田　風花 ３－１０ 福　島

成田　祐子 ３－１０ 神奈川

成田　嘉子 ３－１０ 栃　木

名和　紗葉 ３－１０ 埼　玉

名和　悠太 ３－１０ 東　京

新山　千鶴 ３－１０ 愛　媛

新納　寿逕 １－２０ 神奈川

丹尾　美枝子 １－２０ 北海道

西　里依子 ２－１８ 神奈川

西内　可々 １－２０ 高　知

西尾　仁園 ３－１０ 愛　知

西川　光雲 ２－１８ 東　京

西久保　登志子 ２－７ 東　京

錦織　光子 ２－３２ 島　根

西田　崖龍 ３－１０ 愛　知

西谷　美蜂 ３－１０ 岡　山

西野　琴音 ３－２５ 富　山

西野　幸子 ３－２２ 東　京

西野　桃紅 ２－３２ 愛　知

西野　治代 ３－１０ 福　井

西原　桂花 ３－１０ 埼　玉

にし
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にし

姓号 陳列室 都道府県

西原　桂玉 ２－３２ 埼　玉

西村　彩風 ３－１０ 愛　媛

西村　昌詮 ３－１１ 愛　媛

西村　美由紀 ２－３２ 福　井

西本　佳奈 １－２０ 愛　媛

西山　加珠 １－２０ 高　知

西山　和江 ３－２５ 愛　媛

二宮　千鶴 ２－５２ 愛　媛

二瓶　和馬 ２－１８ 神奈川

丹羽　秀雲 ２－３２ 千　葉

温井　昭典 ２－３２ 富　山

沼尻　和樹 ３－２５ 東　京

沼尻　貴恵子 ３－２５ 東　京

根本　佳苗 ２－４０ 栃　木

能塚　康郎 ２－３２ 千　葉

野口　敬子 ２－３２ 茨　城

野口　白花 １－２０ 高　知

野沢　蘭花 ３－１１ 山　梨

野津　正樹 １－２ 島　根

野中　洋子 ３－２２ 埼　玉

野村　安希子 ２－１８ 愛　媛

野村　喜久子 ３－２５ 島　根

野村　蒼丘 ２－３２ 愛　知

能村　白鳳 ２－１８ 福　井

乗松　佳香 ３－１１ 愛　媛

灰谷　美弥 ２－３２ 長　崎

拝野　嶺華 ３－１１ 新　潟

羽賀　磯美 ３－２２ 静　岡

芳賀　早萌 １－１０ 福　島

袴田　一耀 １－２１ 静　岡

はか

はぎ

姓号 陳列室 都道府県

萩森　治美 １－１１ 愛　媛

萩原　智子 １－２１ 東　京

橋倉　詠雪 ２－８ 愛　知

橋田　影月 １－４ 高　知

橋詰　桃邨 １－１２ 愛　知

橋本　明子 ３－１１ 高　知

橋本　賀代 ３－１１ 東　京

橋本　泰司 １－１２ 東　京

橋本　千里 ２－４１ 福　井

橋本　徳江 ２－８ 埼　玉

橋本　芳香 ２－８ 福　井

橋谷　由佳 ３－２２ 栃　木

蓮沼　春舟 ３－１１ 福　島

長谷　秀汀 ２－８ 富　山

長谷井　月琴 ２－３３ 岡　山

長谷川　可奈子 ３－１１ 埼　玉

長谷川　華風 ２－３３ 島　根

長谷川　大道 ３－１１ 島　根

長谷川　千春 ３－１１ 静　岡

長谷川　美歩 ３－１１ 福　岡

長谷川　優子 ３－２５ 三　重

波多野　充希 ３－１１ 島　根

波多野　靖子 ２－３３ 島　根

畑山　青暁 ３－２３ 大　阪

鉢嶺　静 ２－３３ 茨　城

服部　一啓 １－１１ 福　岡

服部　梅遙 ２－３３ 大　阪

服部　美紀 ３－１１ 秋　田

服部　柳翠 １－２１ 神奈川

花井　博美 ３－２３ 愛　知

はな
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はな

姓号 陳列室 都道府県

花﨑　美子 ２－３３ 栃　木

花田　霜月 ３－１１ 岡　山

花塚　香陽 ２－３３ 栃　木

馬場　華舟 １－２１ 大　阪

馬場　美幸 ２－３３ 神奈川

馬場　雪枝 ３－２３ 大　分

濱崎　栄子 ３－１１ 栃　木

濱崎　清治 ３－１１ 栃　木

浜田　美波 ３－２５ 富　山

濱野　正治 ３－１１ 愛　媛

濱野　美枝子 １－２１ 東　京

林　素亭 ２－３３ 高　知

林　初葉 ２－３３ 岡　山

林　保範 ３－２５ 島　根

林　靖弘 ２－８ 岡　山

林　幽石 ２－３３ 長　崎

林　右美 ３－２３ 埼　玉

林田　春峰 ３－１１ 長　崎

早瀬　巌流 ３－１１ 岡　山

早瀬川　由美 ３－２３ 東　京

原　幸子 ３－２５ 島　根

原　静美 ３－１１ 山　梨

原口　昌子 ２－８ 東　京

原口　睦未 ３－２３ 埼　玉

原田　孝夫 ３－２５ 埼　玉

原野　龍峰 １－１０ 岡　山

原藤　香華 １－１２ 山　梨

半田　博子 １－９ 愛　知

半田　縁 ２－３３ 栃　木

坂野　美子 ３－１１ 東　京

ばん

ひさ

姓号 陳列室 都道府県

久永　桃舟 ３－１１ 大　阪

久光　福美 １－２１ 千　葉

菱川　博子 ２－３３ 福　井

泥谷　松香 ２－８ 大　分

日高　伴子 １－９ 宮　崎

人見　祐子 ２－８ 栃　木

人見　良子 ３－１１ 栃　木

日野　志保 ３－１２ 大　阪

日野原　牧水 ３－１２ 東　京

氷見　雅舟 １－１２ 富　山

平井　心泉 ２－３３ 東　京

平井　聴雨 １－４ 静　岡

平井　万葉 ３－１２ 静　岡

平井　祐里子 ２－３３ 愛　知

平岡　大朴 ３－１２ 静　岡

平﨑　壽美子 ３－１２ 富　山

平嶋　一臣 ３－１２ 福　岡

平田　和枝 ３－２３ 大　分

平田　翠洋 ２－３３ 富　山

平田　眞由美 ３－１２ 東　京

平塚　展子 ３－１２ 神奈川

平塚　瑠美 １－２１ 神奈川

平野　征治 １－２１ 愛　媛

平野　紀子 ２－３４ 栃　木

平野　白烏 １－１ 埼　玉

平文　燦華 ３－１２ 東　京

平山　久美子 ３－１２ 栃　木

平湯　芳仙 １－２１ 長　崎

廣田　華苗 ２－４０ 愛　知

廣田　裕子 ２－３３ 島　根

ひろ
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ひろ

姓号 陳列室 都道府県

弘津　憲子 ２－３４ 島　根

備中　隆文 １－２１ 千　葉

深川　淳子 ３－１２ 福　井

深沢　ひとみ ３－２６ 東　京

深澤　眞砂子 ２－３４ 栃　木

深瀬　かおる ３－２６ 東　京

深津　洋子 １－２１ 愛　知

福井　真誠 ３－２３ 富　山

福井　正剛 ３－１２ 佐　賀

福泉　弘子 ３－２６ 東　京

福岡　清梅 ２－８ 兵　庫

福岡　優子 ２－８ 愛　媛

福士　東華 １－２１ 青　森

福嶋　恵水 ３－１２ 長　崎

福田　佳代子 ３－１２ 神奈川

福田　径月 ２－３４ 福　井

福田　江樹 ３－１２ 静　岡

福田　幸子 ３－２６ 愛　媛

福田　舟石 １－１２ 長　崎

福田　寿石 １－１１ 島　根

福田　眺雪 ２－３４ 東　京

福田　親和 ３－２３ 福　岡

福田　ゆかり ２－３４ 千　葉

福田　幸治 ２－３４ 熊　本

福田　よし江 ３－２６ 東　京

福田　佳始美 ２－４０ 香　川

福地　美枝 ３－１２ 大　阪

普久原　呂舟 ３－１２ 大　阪

福本　若奈 ２－８ 埼　玉

福羅　充代 １－２１ 東　京

ふく

ふじ

姓号 陳列室 都道府県

藤井　敦子 ３－１２ 長　野

藤井　郁代 ３－１２ 静　岡

藤井　啓春 ３－１３ 岡　山

藤井　奈津子 ２－８ 茨　城

藤井　芳琴 １－２２ 岡　山

藤井　麻貢子 ３－２６ 島　根

藤井　柚寧 ２－４０ 神奈川

藤江　靖子 ２－８ 島　根

藤川　洋作 ３－１３ 富　山

藤木　紀子 ２－８ 熊　本

藤倉　欣浩 ３－１３ 秋　田

藤崎　東鴻 ３－１３ 千　葉

藤田　晶子 ３－１３ 愛　媛

藤田　金治 １－３ 東　京

藤田　桂雪 ２－３４ 福　島

藤田　香志 ３－１４ 愛　知

藤田　純子 ３－１３ 青　森

藤田　たか子 １－４ 埼　玉

藤田　貞子 １－５ 栃　木

藤田　白苑 ２－３４ 千　葉

藤田　泰子 ３－２３ 愛　媛

藤田　芳子 ２－３４ 愛　知

藤谷　芳泉 ２－３４ 茨　城

藤原　美穂 ３－１４ 高　知

藤宮　淑恵 ２－８ 埼　玉

藤本　杏樹 １－２２ 大　阪

藤森　寿石 ３－２６ 山　梨

藤山　恵彩 ３－１３ 東　京

藤原　瑛翠 １－９ 秋　田

藤原　大樹 ３－１４ 岡　山

ふじ
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ふじ

姓号 陳列室 都道府県

藤原　弘史 ２－３４ 愛　媛

藤原　真希枝 １－５ 千　葉

藤原　美津穂 ３－１３ 東　京

二神　竹麗 １－４ 愛　媛

二村　紗衣 ２－４０ 愛　知

渕　文子 ３－２３ 大　分

船木　彩水 ２－３５ 福　島

樗澤　敦子 ２－３４ 神奈川

舟田　寿水 １－３ 富　山

舟田　水華 ３－２６ 富　山

舟橋　紅月 ２－３４ 愛　知

フランチェスカ
　若葉

３－２３ 大　阪

古井　清蘭 ２－８ 大　阪

古市　奈保子 ２－３４ 神奈川

古川　可奈子 ３－１４ 埼　玉

古川　秀峰 ３－２２ 福　島

古木　壽勝 １－１２ 福　岡

古澤　友見 ３－２６ 埼　玉

古田　弥生 ３－１３ 愛　媛

保坂　蒼芳 １－２２ 山　梨

保坂　菜々子 ３－２６ 東　京

星　志保子 １－２２ 東　京

星　翠光 １－２２ 福　島

星　碧雨 １－４ 神奈川

星加　礼子 １－１２ 愛　媛

星野　洵明 ２－８ 静　岡

星野　寿江 ３－２６ 埼　玉

穂住　尚華 １－２２ 神奈川

細木　利雄 １－２２ 東　京

ほそ

ほそ

姓号 陳列室 都道府県

細谷　栄里 ２－３４ 東　京

細谷　孝雪 １－１２ 埼　玉

堀田　英子 ３－２３ 大　阪

堀　桂葉 １－１１ 東　京

堀　のどか ３－２６ 富　山

堀内　白水 ２－８ 山　梨

堀江　寛子 ３－１４ 東　京

堀尾　鈴樹 ３－１４ 大　阪

堀口　芳枝 １－２２ 千　葉

堀本　祐圭 ３－１４ 大　阪

本郷　祥苑 ３－１４ 富　山

本多　高陽 １－９ 愛　媛

本田　隆志 １－５ 島　根

本多　二三 １－２２ 千　葉

本田　理英子 ３－２６ 東　京

本間　香竹 ３－２６ 福　島

本間　瑞恵 ２－３５ 静　岡

本間　美智子 １－１２ 島　根

前島　瀞歩 ２－４２ 東　京

前田　耕作 ２－８ 大　阪

前田　幹江 ３－１５ 佐　賀

前田　木蘭 １－４ 埼　玉

前田　百世 ２－４２ 香　川

前田　洋子 ２－４３ 東　京

眞門　聡明 ３－１５ 東　京

真壁　純枝 １－２２ 栃　木

眞木　祥子 ２－９ 福　井

槇原　彩夏 ３－２６ 島　根

槇原　千恵 ３－１５ 島　根

正田　和之 １－２２ 大　阪

まさ
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まさ

姓号 陳列室 都道府県

政田　千恵子 １－５ 愛　媛

増田　尚子 ２－４２ 愛　媛

増田　光子 ３－２６ 埼　玉

増田　鈴華 ２－４１ 東　京

間多　公子 ２－３５ 神奈川

松　白鳳 ２－４２ 東　京

松井　旭泉 ２－３５ 島　根

松井　恵淑 ２－４２ 愛　知

松浦　江秋 １－３ 東　京

松浦　澄華 １－１２ 島　根

松浦　光枝 ２－４２ 高　知

松浦　里鶴 ２－９ 岡　山

松江　佳子 ３－２５ 東　京

松尾　治 １－８ 埼　玉

松尾　和子 ２－４２ 佐　賀

松尾　清子 ２－３５ 茨　城

松尾　恵子 ２－３５ 佐　賀

松尾　崇 ３－１５ 佐　賀

松尾　雅晴 ２－４２ 佐　賀

松尾　祐子 １－２２ 福　岡

松岡　勇希 ２－４０ 福　岡

松﨑　礼文 １－１１ 埼　玉

松島　敏正 ３－２６ 島　根

松嶋　碧山 １－１ 岡　山

松田　千枝 １－１０ 静　岡

松田　瑞奈子 ３－１５ 埼　玉

松田　芳美 ２－３５ 栃　木

松田　励翠 ２－４２ 島　根

松谷　栖遠 ２－４２ 千　葉

松永　寿夫 ２－３５ 富　山

まつ

まつ

姓号 陳列室 都道府県

松永　満寿 ３－１５ 静　岡

松永　良樹 ３－１５ 山　梨

松沼　宣子 ２－４２ 東　京

松原　大國 ２－４２ 島　根

松原　洋右 ２－９ 愛　媛

松本　彩里 ２－４２ 岡　山

松本　かおり ３－１５ 静　岡

松本　和代 ３－１５ 埼　玉

松本　鼓草 １－４ 東　京

松本　絲竹 １－４ 新　潟

松本　松風 ２－３５ 神奈川

松本　千秋 １－１２ 島　根

松本　照子 ２－４３ 埼　玉

松本　めぐみ ３－２７ 愛　媛

松本　李南 １－１１ 鳥　取

松山　翠雨 ２－３５ 新　潟

松山　琉之介 ２－４０ 福　岡

的井　溢子 ２－４２ 神奈川

間野　こずえ ２－３５ 東　京

丸山　哥央 １－１２ 神奈川

丸山　淦子 ２－３５ 東　京

丸山　景石 １－２２ 福　井

丸山　彩柳 ２－４３ 茨　城

丸山　秀渓 ２－８ 山　梨

丸山　心華 １－２２ 山　梨

丸山　夏紀 ２－４０ 埼　玉

圓山　由香 ２－３６ 神奈川

三浦　すみれ ２－８ 静　岡

三浦　白鷗 １－１ 愛　媛

三垣　凜虹 ２－４３ 岡　山

みが
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みか

姓号 陳列室 都道府県

見角　竹城 ２－３６ 富　山

右山　澄子 １－２２ 熊　本

三國　米琉 ３－２６ 福　島

三品　明子 １－５ 北海道

三島　舞華 ２－４３ 岡　山

三代　正子 １－２２ 茨　城

水上　雅仁 １－１２ 福　井

水上　愛海 ２－４３ 栃　木

水口　天楓 ２－４３ 石　川

水谷　海越 １－１３ 愛　知

水谷　剣堂 ２－３６ 愛　知

水野　雨濧 ２－３６ 神奈川

水野　葵苑 １－２２ 大　阪

水野　浩子 ２－４０ 千　葉

三田　九陌 １－９ 東　京

三谷　眞砂子 ２－４３ 島　根

三田村　茂美 ２－４３ 福　井

道野　淳子 ３－２６ 富　山

三井　みち代 ２－３６ 島　根

三尾　尚水 ２－３６ 東　京

光田　春霞 ２－９ 愛　媛

三富　弘美 ２－３６ 愛　知

源川　梨花 ２－４０ 岐　阜

南　白虹 ２－４０ 長　崎

南　博樹 ２－４３ 京　都

南　裕子 ３－１５ 大　阪

南出　龍雲 １－１２ 福　井

蓑輪　美苑 ２－４３ 富　山

三原　龍南 １－５ 長　崎

三村　寿鳳 ２－３６ 富　山

みむ

みや

姓号 陳列室 都道府県

宮内　大地 ２－４３ 鳥　取

宮内　直美 ２－４３ 島　根

宮内　美樹 ２－４３ 茨　城

宮内　良秀 １－２３ 愛　媛

宮内　龍湖 ２－４３ 静　岡

宮川　楠央 ２－４３ 岐　阜

宮川　藤子 ３－１５ 岐　阜

宮城　由美 ３－２６ 愛　媛

三宅　昭雄 １－２３ 東　京

三宅　茂子 １－２３ 岡　山

三宅　潤華 ３－２６ 茨　城

三宅　崇見 ２－４３ 岡　山

三宅　利子 ２－４３ 岐　阜

三宅　容玉 ２－４３ 岐　阜

宮崎　敦子 ２－９ 埼　玉

宮崎　哲夫 １－１ 千　葉

宮嵜　夏輝 ２－４３ 福　岡

宮崎　美風 ２－９ 佐　賀

宮崎　祐子 ３－２６ 東　京

宮﨑　好美 ３－１５ 東　京

宮澤　恬靖 ２－４３ 静　岡

宮澤　正躬 ３－２６ 神奈川

宮重　薫香 ２－４３ 岡　山

宮下　貴子 ２－３６ 東　京

宮島　翠雨 ２－７ 東　京

宮島　みどり ２－４３ 愛　知

宮田　雅子 ２－４３ 栃　木

宮田　緑峰 ２－４４ 岐　阜

宮野　華鳳 ３－２６ 福　島

宮本　洋志 ２－９ 東　京

みや
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むか

姓号 陳列室 都道府県

向　藍 １－２３ 大　阪

向嶋　美代 ２－４４ 愛　媛

椋本　聖舟 １－２３ 大　阪

牟田　久江 ２－４４ 長　崎

武藤　柴水 ２－９ 福　島

村井　白雲 ２－３６ 富　山

村上　加代 ２－９ 東　京

村上　佳代子 ３－１５ 静　岡

村上　清翠 ２－９ 北海道

村上　千津子 １－２１ 栃　木

村上　美泉 １－２３ 滋　賀

村上　里奈 ３－２６ 愛　媛

村瀬　栄子 ２－４４ 埼　玉

村瀬　桂芭 １－８ 千　葉

村瀬　英子 ３－１５ 栃　木

村田　早希 ２－４４ 埼　玉

村田　貴子 ２－４４ 千　葉

村田　津奈子 ２－３６ 東　京

村松　弘華 ２－３６ 静　岡

村松　太子 １－１ 栃　木

村松　忠仁 １－２３ 静　岡

目黒　天偉求 ２－３６ 福　島

毛利　恵美 ２－４４ 茨　城

最上　香登 １－２３ 長　崎

最上　静山 １－１３ 長　崎

茂木　明子 ２－３６ 東　京

望月　一耿 １－２３ 静　岡

望月　勝久 １－１０ 静　岡

望月　虚舟 １－２ 兵　庫

望月　すい ３－１５ 静　岡

もち

もち

姓号 陳列室 都道府県

望月　すず江 ２－４４ 静　岡

望月　浩美 ２－９ 埼　玉

物部　浩子 １－２３ 愛　知

森　貴苑 ２－４４ 長　崎

森　茂乃 ２－４４ 東　京

森　大衛 １－１２ 富　山

守　大拙 １－１３ 東　京

森　照美 １－１２ 東　京

森　富美 ３－２６ 長　崎

森　美智代 ２－３６ 栃　木

森　柚希 ３－１５ 神奈川

森木　夢羽 ２－４０ 千　葉

森下　一葉 ２－４４ 愛　知

森下　久美 １－１３ 愛　知

森下　煌波 ２－９ 神奈川

森末　天回 １－１３ 岡　山

森田　千晶 １－２１ 高　知

森田　千佐子 ２－４４ 岡　山

守田　美恵子 １－５ 長　野

守屋　実咲 ２－４０ 岐　阜

森山　幸子 ２－４０ 東　京

森脇　華香 ２－９ 島　根

八木　藍子 ３－２６ 富　山

八木澤　秀巌 ２－３６ 栃　木

八木沢　梨緒 ３－２６ 埼　玉

安岡　多世 ３－１５ 高　知

安河内　青水 ３－２６ 東　京

安田　汐里 ２－９ 岐　阜

安田　瑞花 １－２３ 熊　本

安野　城子 ２－４４ 福　井

やす
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やた

姓号 陳列室 都道府県

矢谷　千春 ２－３６ 鳥　取

矢田部　琴舟 ２－３７ 愛　知

矢藤　子嵐 ２－３７ 愛　知

矢藤　巧真 ２－３７ 愛　知

柳瀬　望美 １－２２ 東　京

柳　しのぶ ２－４４ 福　岡

栁　美和 ２－９ 新　潟

柳沢　露香 １－２３ 長　野

柳谷　金平 １－２ 大　阪

柳橋　明子 １－１４ 東　京

柳瀬　佳雲 ２－４４ 富　山

矢野　和美 １－２３ 愛　媛

矢野　翠燿 １－５ 山　口

矢野　丹山 ２－４４ 埼　玉

矢萩　厚子 ２－３７ 東　京

矢萩　春恵 １－２ 東　京

矢作　裕子 ２－４４ 東　京

薮崎　孝矩 ３－２６ 静　岡

薮崎　天峯 １－１３ 静　岡

山内　正 ２－４４ 愛　媛

山岡　寿海 １－３ 富　山

山岡　有希 ３－１５ 愛　媛

山岡　遊史 ２－９ 高　知

山岸　邦山 １－２３ 愛　知

山岸　弥生 ２－３７ 埼　玉

山口　明美 ２－３７ 福　岡

山口　逸風 １－３ 長　崎

山口　蝸牛 １－５ 福　岡

山口　崇山 １－２１ 新　潟

山口　芳雨 ２－３７ 千　葉

やま

やま

姓号 陳列室 都道府県

山崎　銀川 ２－３７ 島　根

山崎　幸雲 ２－９ 島　根

山﨑　北辰 ２－４４ 岡　山

山﨑　美幸 ２－３７ 島　根

山崎　修 １－１３ 埼　玉

山﨑　弘苑 ３－１５ 埼　玉

山﨑　潤子 ３－１５ 神奈川

山崎　祥鳳 ２－４４ 富　山

山﨑　利江 ３－２７ 埼　玉

山﨑　知子 ２－４４ 岐　阜

山崎　佳江 ２－３７ 新　潟

山下　さゆり ２－４５ 愛　知

山下　尚位 ２－３７ 愛　媛

山瀬　一成 １－１４ 静　岡

山田　英佳 ２－４０ 高　知

山田　五子 １－２３ 山　梨

山田　京子 ２－３７ 東　京

山田　紅楓 １－２３ 山　梨

山田　好華 ２－４０ 埼　玉

山田　蒼岳 ２－４５ 山　梨

山田　澹舟 ２－３７ 大　阪

山田　智子 ３－１６ 長　崎

山田　白容 ２－３７ 東　京

山田　雅子 １－１４ 栃　木

山田　美鈴 １－２３ 鳥　取

山田　有美 ２－４５ 栃　木

山田　梨香 １－１４ 東　京

山谷　七栄 ２－３７ 福　島

山中　翠谷 １－１ 埼　玉

山中　浩子 ２－４５ 高　知

やま
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やま

姓号 陳列室 都道府県

山梨　真澄 ２－４５ 静　岡

山根　史朗 １－１３ 岡　山

山根　亮海 １－２４ 鳥　取

山道　仁舟 ２－４５ 大　阪

山村　梅石 ２－３７ 高　知

山本　起峰 １－２４ 兵　庫

山本　康二 ２－３８ 愛　知

山本　珠恵 ２－３８ 富　山

山本　象光 １－９ 島　根

山本　真翠 １－２４ 熊　本

山本　千紅 ２－９ 神奈川

山本　多嘉子 ２－４５ 静　岡

山本　則子 ２－３８ 東　京

山本　久子 ３－２６ 東　京

山本　芳石 ２－９ 大　阪

山本　北陽 １－９ 東　京

山本　弥生 ３－２７ 島　根

山本　裕子 ２－４５ 愛　知

山本　優里 ２－４５ 大　阪

山本　葉子 ２－４５ 富　山

山本　佳子 １－２４ 栃　木

湯浅　真輝子 ３－２７ 島　根

弓立　里美 ２－４５ 愛　媛

湯谷　直美 ３－１６ 埼　玉

弓座　恵美子 ２－４５ 栃　木

用丸　至純 ３－１６ 福　島

横井　翠樹 ２－４５ 大　阪

横内　柳樹 ３－１６ 大　阪

横須賀　桂公 ２－４５ 埼　玉

横田　春茜 ３－２７ 神奈川

よこ

よこ

姓号 陳列室 都道府県

横田　陽花 ３－１６ 埼　玉

横手　奈緒美 ２－４６ 神奈川

横畑　久美 １－１４ 高　知

横溝　史紅 ２－３８ 埼　玉

横溝　泰子 ２－４６ 岡　山

横山　藍 ２－４０ 岐　阜

横山　蕙雨 １－５ 埼　玉

横山　晟雲 ２－４０ 新　潟

横山　夕葉 １－８ 愛　知

横山　妙華 ２－１０ 新　潟

横山　延子 １－１４ 埼　玉

吉岡　玉雲 ２－４６ 栃　木

吉岡　天樹 ２－４６ 大　阪

吉岡　智亨 ２－４６ 佐　賀

吉岡　仁美 ３－１６ 愛　媛

吉兼　理樹 ２－４６ 愛　知

吉川　暁遊 ２－４５ 福　井

吉澤　君子 ３－２７ 埼　玉

吉澤　健造 ２－１０ 大　阪

吉澤　壽美子 ３－１６ 神奈川

吉田　喜美子 １－２４ 神奈川

吉田　雪花 ３－１６ 兵　庫

吉田　肇峯 ２－４６ 島　根

吉田　瑞広 ３－２７ 茨　城

吉田　緑 ２－４６ 東　京

吉田　裕子 ３－２７ 愛　媛

吉田　幸代 ２－３８ 福　井

吉田　莉乃 ３－２７ 富　山

吉次　雪子 ２－４６ 佐　賀

吉仲　枝利子 ２－４６ 熊　本

よし
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よし

姓号 陳列室 都道府県

吉永　益美 ２－３８ 静　岡

吉原　順子 ３－２７ 富　山

□松　絵里 ３－２７ 東　京

吉峯　八重 ２－４６ 鹿児島

吉村　京子 ３－１６ 高　知

吉村　玄雲 １－２４ 佐　賀

吉村　抱山 ２－４６ 神奈川

吉村　良江 ３－２７ 岐　阜

吉安　玲華 ２－３８ 埼　玉

四本　華史 ３－２７ 東　京

米田　清翠 ２－３７ 愛　知

米田　白花 ２－４６ 神奈川

米原　緋呂子 ３－２７ 島　根

米山　鬼峰 １－１２ 神奈川

寄井　岳法 １－２４ 岐　阜

李　華雪 １－２４ 東　京

若木　月兎 ３－１６ 千　葉

若旅　敏江 １－２３ 茨　城

若月　悦子 １－１５ 島　根

若月　響子 ２－３８ 島　根

若松　奈美 ２－３８ 岡　山

和氣　千春 ２－４６ 栃　木

和気　花奈 ２－４０ 栃　木

脇村　良子 １－２４ 大　阪

若生　茜渉 ２－４６ 東　京

和田　京子 ２－３８ 島　根

和田　井外 ２－３８ 島　根

和田　大康 １－５ 高　知

和田　朋美 ３－２７ 島　根

和田　真美 ２－３８ 愛　媛

わだ

わだ

姓号 陳列室 都道府県

和田　康子 ２－３８ 東　京

和田　幸風 ３－１６ 静　岡

渡瀬　英仁 ２－７ 神奈川

渡部　愛子 ２－１０ 愛　媛

渡辺　燁子 １－２４ 栃　木

渡邉　彰子 ２－４０ 静　岡

渡辺　暁子 ３－２７ 埼　玉

渡邉　文 ２－４６ 神奈川

渡辺　栄子 ３－２７ 埼　玉

渡辺　温芳 ２－４６ 栃　木

渡邊　栞名 ２－４０ 埼　玉

渡部　紀美代 ３－２７ 島　根

渡部　玉蘭 ２－４６ 福　島

渡辺　邦子 １－２４ 岡　山

渡部　恵虹 １－２４ 東　京

渡辺　玄海 １－２４ 島　根

渡辺　瑚桃 ３－１６ 福　井

渡邉　五葉 ３－２７ 東　京

渡部　春麗 ２－４６ 福　島

渡邉　東龍 １－２ 東　京

渡邊　宏美 ３－２７ 栃　木

渡邉　文子 ３－２７ 東　京

渡辺　正子 ２－４７ 群　馬

渡邊　泰子 ２－１０ 埼　玉

渡部　友里安 ３－２７ 埼　玉

渡部　洋舟 ２－４７ 福　島

渡邉　麗美 ２－４０ 静　岡

渡部　桂弦 １－５ 千　葉

渡会　雅人 ２－４０ 東　京

和根崎　直樹 ３－２７ 北海道

わね
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５０音順陳列名簿

わら

姓号 陳列室 都道府県

藁科　無涯 １－１４ 静　岡

わら


