
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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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

おん


