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５０音順陳列名簿

さい

姓号 陳列室 都道府県

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

榊原　橘花 ２－２７ 静　岡

さか

さか

姓号 陳列室 都道府県

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

佐々木　光子 ３－２ 大　阪

ささ
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ささ
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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

佐原　琰霞 ３－２４ 神奈川

さは

さわ

姓号 陳列室 都道府県

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

島田　紀三子 ２－２８ 熊　本

しま
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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

白鳥　寿子 ２－２８ 埼　玉

しら

しる

姓号 陳列室 都道府県

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

杉山　昌弘 ２－２８ 神奈川

すぎ
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すぐ

姓号 陳列室 都道府県

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　
ミッシェル

３－２４ 東　京

すて

すな

姓号 陳列室 都道府県

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

園山　啓子 ３－２５ 島　根

その
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その

姓号 陳列室 都道府県

園山　弥世栄 ３－２５ 島　根

染谷　昌峰 ３－５ 千　葉

そめ


