
名簿「秀作」

資格 姓号姓 姓号号 都道府県

1 雨宮 千恵 山梨県

2 荒木 晴美 佐賀県

3 安藤 初香 神奈川県

4 伊藤 梨奈 山梨県

5 上田 智子 神奈川県

6 上田 楓樹 大阪府

7 大久保 美伽 福井県

8 大町 邦子 神奈川県

9 岡井 覚一郎 東京都

10 岡本 翠華 兵庫県

11 奥村 澄月 埼玉県

12 小栗 悦園 岐阜県

13 尾上 和祥 長崎県

14 音田 晃江 鳥取県

15 亀井 要和 愛媛県

16 川上 天峯 栃木県

17 川崎 麻衣 東京都

18 川西 真子 高知県

19 木下 美奈 熊本県

20 木村 利雄 神奈川県

21 久保中 清雅 大阪府

22 倉田 安子 栃木県

23 黒川 香織 栃木県

24 小林 彩乃 埼玉県

25 是永 由乃 静岡県

26 齊藤 黎樹 大阪府

27 柴田 真由美 愛知県

28 下平 美和子 神奈川県

29 白井 翔香 京都府

30 杉本 京峰 岡山県

31 鈴木 昭夫 福島県

32 隅内 晴香 栃木県

33 髙橋 恵子 神奈川県

34 田代 揚春 栃木県

35 千金楽 恒水 栃木県

36 津浦 景子 栃木県

37 宮田 泥舟 大阪府

38 中井 由香里 岡山県

39 永井 光子 熊本県

40 西尾 仁園 愛知県

41 西野 治代 福井県

42 服部 美紀 秋田県

43 坂野 美子 東京都

44 福田 佳代子 神奈川県

45 古川 可奈子 埼玉県

46 三垣 凜虹 岡山県

47 蓑輪 美苑 富山県

48 宮内 直美 島根県

49 望月 すず江 静岡県

50

会友

山崎 祥鳳 富山県

資格 姓号姓 姓号号 都道府県

51 山中 浩子 高知県

52 山本 優里 大阪府

53 吉次 雪子 佐賀県

54

会友

吉仲 枝利子 熊本県
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55 青柳 裕子 大阪府

56 飯田 規子 埼玉県

57 岩下 紀代子 東京都

58 大越 ひなの 静岡県

59 大下 京子 愛媛県

60 於久 正朗 東京都

61 音渕 胡々 静岡県

62 小野塚 新 埼玉県

63 勝 久美子 岐阜県

64 岸 信子 神奈川県

65 五島 耳楽 大阪府

66 佐藤 愛 栃木県

67 佐野 知美 山梨県

68 谷村 洸晶 富山県

69 玉樹 小華 岐阜県

70 手塚 さくら 栃木県

71 寺澤 美咲 岐阜県

72 栃村 信子 栃木県

73 中島 碧水 富山県

74 根本 佳苗 栃木県

75 畑山 青暁 大阪府

76 ﾌﾗﾝﾁｪｽｶ 若葉 大阪府

77 堀田 英子 大阪府

78 松田 瑞奈子 埼玉県

79 安岡 多世 高知県

80 渡辺 瑚桃 福井県

81

一般

渡会 雅人 東京都


