
名簿「佳作」

資格 姓号姓 姓号号 都道府県

1 渥美 忍 静岡県

2 新井 抱山 千葉県

3 井伊 海香 愛媛県

4 飯野 崇 栃木県

5 稲垣 智昭 愛知県

6 伊林 賢一 神奈川県

7 岩瀬 浩子 千葉県

8 魵澤 暁子 東京都

9 大場 美恵子 島根県

10 大森 優江 神奈川県

11 柿沼 希和子 秋田県

12 樫原 里映 高知県

13 金澤 順子 鳥取県

14 亀田 幸子 愛媛県

15 川島 周子 北海道

16 北村 まり子 愛知県

17 木野 仙堂 福島県

18 草刈 彩子 東京都

19 郡司 倫也 神奈川県

20 小木曽 瑞園 岐阜県

21 小谷田 宏 東京都

22 齊藤 風蓮 山梨県

23 佐藤 美智子 北海道

24 柴﨑 優太 神奈川県

25 上甲 鼓季 愛媛県

26 眞明 京花 高知県

27 杉山 光雪 新潟県

28 鈴木 栄子 栃木県

29 高塚 淑子 鳥取県

30 瀧口 素子 神奈川県

31 竹内 紅華 福井県

32 田添 祥鶴 熊本県

33 田中 明枝 東京都

34 田村 祐子 島根県

35 茶谷 公之 東京都

36 辻 太朗 京都府

37 寺本 貴子 熊本県

38 杜多 明女 神奈川県

39 土橋 遙舟 大阪府

40 永江 佳子 愛知県

41 中澤 碧 東京都

42 中嶋 光春 埼玉県

43 中島 美園 岐阜県

44 長瀬 一眞 高知県

45 成田 風花 福島県

46 成田 祐子 神奈川県

47 名和 紗葉 埼玉県

48 乗松 佳香 愛媛県

49 蓮沼 春舟 福島県

50

会友

長谷川 可奈子 埼玉県

資格 姓号姓 姓号号 都道府県

51 長谷川 千春 静岡県

52 早瀬 巌流 岡山県

53 普久原 呂舟 大阪府

54 藤原 美津穂 東京都

55 古田 弥生 愛媛県

56 三島 舞華 岡山県

57 柳 しのぶ 福岡県

58 柳瀬 佳雲 富山県

59 山本 裕子 愛知県

60 弓立 里美 愛媛県

61 吉岡 天樹 大阪府

62

会友

吉村 抱山 神奈川県
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63 荒木 尚子 大阪府

64 宇都宮 有沙 岐阜県

65 越善 里奈 埼玉県

66 大島 美紀 東京都

67 大矢 真実 神奈川県

68 大矢 祐実 神奈川県

69 小副川 明子 福岡県

70 倉崎 緑 埼玉県

71 高野 景子 埼玉県

72 郷原 美紀子 島根県

73 笹川 仁寿 富山県

74 佐野 那摘 岐阜県

75 嶋村 雪華 岡山県

76 高橋 香澄 静岡県

77 田尻 満里子 大阪府

78 谷口 溪樹 大阪府

79 中山 秀征 東京都

80 並木 寛 東京都

81 原口 睦未 埼玉県

82 二村 紗衣 愛知県

83 槇原 千恵 島根県

84 山﨑 弘苑 埼玉県

85 山﨑 潤子 神奈川県

86 横山 藍 岐阜県

87

一般

吉田 雪花 兵庫県


