
７１回展1 －－

５０音順陳列名簿

かい

姓号 陳列室 都道府県

貝瀬　耿翠 ２－２３ 新　潟

鏡　綵華 １－１４ 埼　玉

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

かつ

かつ

姓号 陳列室 都道府県

勝山　昌佳 ３－１８ 栃　木

門　華香 ２－１３ 大　阪

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

かね
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金子　眞江 ２－２４ 高　知

金剌　萌菜 ２－３９ 静　岡

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

かわ

かわ

姓号 陳列室 都道府県

川口　多津 ２－５３ 高　知

河口　裕美 ２－５３ 愛　媛

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

かん
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菅原　紗代 ２－５４ 愛　媛

菊川　國夫 １－３ 愛　媛

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

きの

きの

姓号 陳列室 都道府県

木下　美恵子 ２－２５ 愛　媛

木下　美奈 ２－５４ 熊　本

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

くめ
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倉崎　緑 ３－１９ 埼　玉

倉澤　太清 ２－５５ 栃　木

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

こう

こう

姓号 陳列室 都道府県

神前　青波 ２－１４ 大　阪

神戸　恵子 ３－１ 長　野

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

こば
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小林　三登 ３－２４ 埼　玉

小林　千鶴 ２－２６ 山　梨

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

こん

こん
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近藤　礼子 ２－１４ 愛　媛

今野　真理子 ２－２６ 埼　玉

昆野　紬香 ３－２ 山　形

こん


