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姓号 陳列室 都道府県

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

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

たか

たか

姓号 陳列室 都道府県

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

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
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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

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
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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

谷口　陽天 ３－２５ 富　山

谷口　稜河 ２－１６ 富　山

谷崎　寿洋 ２－３０ 富　山
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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

津浦　景子 ３－７ 栃　木

塚崎　訓子 ３－７ 静　岡

塚田　清加 ３－７ 茨　城
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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

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

てし
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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

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

とみ
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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

とり


