
秀逸

【漢字部門】 合川　華泉 相沢　玉泉 相蘇　盛陽 會田　知水 葵　香嵐 青木　葵径

青島　晴瀾 青谷　恵琇 青野　游心 青山　聖雨 青山　智美 赤池　三紀

明石　恵園 赤間　裕堂 秋元　花雲 秋山　逸美 秋山　明翠 朝倉　瑞泉

浅野　楓翠 朝比奈　千沙 東　錦也 安谷屋　江蘭 阿部　浄香 天野　富士子

荒　白浪 荒井　珠鶴 荒井　翠月 新城　慶峰 有方　白泉 安西　方子

安藤　翠珠 飯室　水香 井川　江雨 生島　游華 池上　雅風 池上　沙織

池田　雲啓 池田　光藍 池田　淳華 池田　紫蘭 池田　碧雨 池野　翔峰

池原　翔雲 猪澤　昂流 石神　竹泉 石神　澄璇 石川　松蔭 石川　楓雪

石黒　悠香 石沢　秀庭 石田　恵雪 石田　紫佳 石田　順子 石塚　菁櫻

石塚　玲鵬 石原　玲泉 井島　柏石 井尻　紫光 出雲屋　翠泉 板垣　仙露

井谷　李春 板羽　瑞園 市川　志玉 一ノ瀬　光太郎 井出　瑞華 井戸　菊江

伊藤　華祥 伊藤　恵佳 伊藤　煌香 伊藤　真康 伊藤　北翠 稲垣　岳

稲葉　京春 稲森　秀苑 犬飼　慈 犬塚　鏡冲 伊能　由佳 猪又　松峰

伊波　光柳 今井　盛桃 今村　寿鴻 井本　香峰 岩切　竹扇 岩隈　蓮泉

岩佐　春泉 岩﨑　梨華 岩本　玲萌 上川　昌徳 植田　翠紅 上原　碧水

上村　石燕 宇佐美　吉恵 宇治　寳翠 氏野　瑞雪 臼井　美雨 宇都宮　玉娟

姥貝　楳香 梅林　珠香 江口　湖鳥 榎本　剛 江原　宗妃 海老　隆成

海老澤　暁山 大浦　粹鈴 大金　清風 大河原　李翠 大住　仁堂 太田　毬子

太田　恵泉 大田　珠光 大塚　玉径 大野　青華 大野　青霞 大野　藍香

大野　潾泉 大橋　祥泉 大橋　南風 大村　清琴 大類　豊泉 大和田　一鋒

岡　榮光 岡　玲泉 岡垣　華雲 岡澤　玉芳 緒方　愛節 岡田　恵鶴

岡田　彩玉 尾方　昌泉 岡田　翔鳳 岡田　緑泉 岡村　溪泉 岡村　晨騰

岡本　恵水 岡本　朱鈴 岡本　尚柏 岡山　淡誠 小川　桜園 荻原　梓虹

奥野　紫澄 奥村　幸之介 奥村　香麗 奥村　三葉 尾崎　蒼生 小山内　遊月

小澤　有翠 小島　卓芫 小田　五百子 小田　鳳岳 落田　香静 小野　錦泉

小野　敏之 小野里　幸子 小原　暁楓 面髙　小桜 折野　幸峰 改発　蒼風

加賀　蓉岫 加賀美　節真 葛西　静汀 梶谷　桂泉 柏原　慶扇 　岡　紅華

片岡　香扇 方波見　早子 勝岡　翔鳳 加藤　彩果 加藤　杉華 加藤　詩絵

加藤　祥華 加藤　里楓 門松　浩子 金川　千歳 金坂　心快 金子　夕紅

金野　豊 鹿子　幽汀 上久保　大鶴 亀井　溪秀 亀井　游泉 亀野　茜錦

蒲地　泰雅 川浦　篤 川岸　敬穂 川崎　華芳 川津　翠湖 河田　麗翔

河出　長女 河原　淳子 川向　游香 河村　峰歌 川村　豊石 菅野　芊里

官野　千代子 菊田　岳雲 菊池　珪石 菊池　奈緒 菊池　梅雪 菊地　梨祥

岸　臥石 木島　璐雪 岸本　響心 北岡　華笛 北川　博道 橘田　桃苑

木藤　豊風 君塚　紅月 木村　春洞 木村　静宵 清長　光惺 清原　雅翠

日下部　貞治 草野　慧泉 草深　志粋 櫛田　征宏 楠ヶ谷　華仙 久瀬　麗悦

工藤　瑠美 国方　皓雲 久保　香芳 久保内　碧洋 熊谷　石華 熊田　東岳

久米　嘉清 藏原　美翠 操谷　彩華 栗原　紫翠 栗原　白鳳 栗山　綏泉

来須　芳秋 黒川　鶴翠 黒坂　一壺 黒田　小紅 桑島　秀雪 小池　功逸

鯉沼　紫虹 甲川　紫渕 高下　鈴蘭 河野　慧秀 河野　天外 光野　萌葉

郷原　如雪 国分　賢一 小郷　梅泉 小島　紫燿 古平　健吾 古寺　啓子

後藤　彩鵬 後藤　嵩道 古徳　厚実 小濱　知真 小林　賀峰 小林　紫笋

小林　純子 小林　正峰 小林　典子 小林　和風 駒田　真峰 小松　美喜

薦田　徳泉 小柳　香佳 古谷野　星麗 小山　虹楓 齋藤　綾子 西塔　春径

斉藤　清香 齋藤　優月 斉藤　曄雪 酒井　刻石 酒井　清節 酒井　清雪

酒井　宗舟 坂井　東光 酒井　冬石 坂入　敬華 榊原　洋翠 坂根　璋香

坂元　皋鵬 坂本　醇翠 坂本　祥楓 崎本　正義 佐久間　聖峰 桜井　了

酒田　真弓 佐々木　瑛光 佐々木　佳苑 佐々木　玄風 笹部　美鳳 佐竹　盤洲

佐藤　一翆 佐藤　琇竹 佐藤　清泉 佐藤　燎葉 佐野　遊翠 佐渡　梢花

澤本　悠洸 三條　昊蒼 椎名　幸映 椎名　正悟 ジェームス　真秀 塩沢　秀征

鹿谷　光琴 茂地　淡海 重政　谿翠 宍戸　魁山 篠木　峩峰 篠崎　啓舒

篠原　御水 柴崎　正 柴田　泰鋒 柴田　妙鳳 柴田　玲明 嶋指　寿子
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嶋田　清眸 清水　逸子 清水　江嶂 清水　蒼山 清水　橙華 下大迫　桃華

庄子　水煌 白井　寿樹 白川　健大 四　華舟 神保　聡子 末永　寿泉

菅﨑　金華 菅原　雪嶺 菅原　滄鳳 菅原　楓月 杉浦　玉雪 杉﨑　蓬春

杉田　小華 杉本　蕣華 菅野　明碩 鈴木　雲峰 鈴木　夏龍 鈴木　寄寉

鈴木　慧翔 鈴木　桂仙 鈴木　香雪 鈴木　詩苑 鈴木　春ᤵ 鈴木　照子

鈴木　東黎 鈴木　白翎 鈴木　久香 鈴木　美豊 鈴木　幸枝 須藤　桜風

須永　澄花 済川　青漣 須鎗　瑞香 清野　虹舟 瀬川　梓 瀬戸口　美梢

相馬　溪楓 高岡　佳泉 高木　瑞容 髙越　霞邨 髙島　恵花 髙田　玉花

髙野　花穂 高野　健治 髙野　秀影 髙野　州陽 高野　晶 高橋　英峰

高橋　彩雨 髙橋　淡愁 高橋　美有 髙橋　陽咲 髙橋　和風 高畑　里帆

武井　志歩 竹内　幸鵬 竹田　景汀 武田　正博 竹之下　美代子 竹前　朱皎

竹村　茱絢 竹本　香雲 竹本　光花 田島　大越 田添　香琉 多田　珠雪

多田　真翠 田中　山凜 田中　素葉 田中　天祐 田中　白嶺 田辺　碧泉

谷岡　抱春 谷川　貴祥 谷口　翔春 谷口　弘之 谷田　直美 田沼　美峰

種田　瑞鳳 田畑　舟鶴 田村　眞翠 茅野　香静 千葉　理堂 千葉　凌仙

塚田　司龍 次石　帆志 辻　洋虹 辻宅　秀石 辻野　鄙罌 堤　静光

角田　輝響 寺原　司聖 寺村　大観 寺村　梅慶 戸井田　瑞華 當山　桃翠

遠山　柳恵 栂尾　裕雪 土佐　翔鶴 戸田　馨壺 戸田　美祥 富永　山溪

友寄　永尚 豊岡　紅舟 内藤　蒼月 内藤　妙子 内藤　孝彦 永井　柳香

中尾　映香 長嵜　逍扇 中崎　心琇 中里　弘峯 長澤　祥邨 中島　杏花

中嶋　桂園 中島　江春 中島　修翠 中嶋　翠葉 長嶋　正子 中嶋　楼月

永田　華風 中田　伸曳 中堤　春里 中野　鶯雲 中野　香楓 長野　青華

中野　梅更 中野　浩美 中野　芳秀 仲原　苑搖 長原　葵香 中原　景蘭

中道　雅泉 中道　慎悟 中村　桂華 中村　蹊月 中村　春泉 中村　丹裳

中村　桃華 中村　睦子 中山　雪梦 中山　瑤玉 夏目　美沙 鍋田　東華

奈良田　岬茜 成毛　蛍光 鳴海　蓮鏡 新延　好美 西垣　竹華 西角　松鶴

西嶋　香雲 西田　康華 西田　光陽 西田　大念 西本　虹州 西家　景月

西谷　光葉 西山　美翔 新田　祥華 二瓶　花僊 根ヶ山　弘順 野口　香子

野田　鴬泉 野々　紅佳 野々村　美芳 野村　芽里 野村　揚月 萩野谷　一成

萩原　榮勢 橋川　清漣 橋爪　恕山 橋本　秀風 橋本　静舟 長谷川　青澄

長谷部　鶴石 畑　心鉦 畠山　瑞穂 畑田　穂苑 秦野　祖峯 花豊　麗緋

馬場　朱燕 馬場　松琴 浜島　緑風 濱田　桂香 濵田　雛河 早川　雅節

早川　奈津美 林　春華 林　俊慧 林　春潮 林　竹聲 林　葩舟

林　明華 林田　鶴苑 早瀬　華舟 原　翠舟 原　麗華 原口　華煌

原田　有香 原田　湧泉 張ケ代　岫代 坂野　岳楓 比嘉　峰酬 樋口　恵翠

樋口　紫芳 樋口　水苑 平川　惠翔 開田　琴雅 平田　紫穂 平田　峰春

平野　伯峰 平野　豊溢 平松　京香 平見　緑霞 平山　惠子 広瀬　海州

広瀬　松香 広瀬　富峰 廣部　快風 深井　幸翔 福島　楚雪 福本　麗水

藤　峯泉 藤井　敬秀 藤井　東鴛 藤田　雅邦 藤田　碧嶂 藤吉　麻李

渕上　香雪 古川　紫虹 古川　幸奈 古田　清流 平家　鷺水 堀田　智洋

穂積　梅雪 堀内　秀華 堀江　桂月 本田　水調 本多　龍村 本間　如空

前川　詠秀 前川　緋邑 前田　游美 槇山　彩穂 政木　啓子 増子　憧花

真篠　子香 松井　恵記 松岡　京苑 松岡　馨秀 松岡　美峰 松沢　上清

松下　恵翠 松下　晴翠 松下　蘭᥀ 松島　啓心 松田　峰苑 松田　典子

松中　翔園 松根　里絵 松村　貫昌 松村　光汀 松本　映華 松本　恵霞

松本　春楊 松本　雪華 松本　蒼月 松本　美峰 松谷　蘇仙 丸岡　春暁

丸山　志涌 三浦　周子 三浦　翠月 三浦　梅李 三木　雪華 美斉津　嶽心

水谷　瓊草 水野　佳照 水野　白啓 三隅　美陽 溝口　純華 三岡　柴紅

光澤　閑石 水口　華照 宮内　香艸 三宅　華朋 三宅　粲燁 宮坂　佳杏

宮﨑　恵舟 宮崎　壽雲 宮田　爽翠 三輪　章庭 美和　草扇 三輪　泰子

向井　希世 向山　青泉 宗像　光 村井　鳴鳳 村上　睦 村田　定暁

村山　皎堂 目片　丹楓 毛利　珀陽 茂木　朱櫻 茂木　麗節 望月　希彩

望月　紫江 茂手木　明園 本橋　彩舟 本村　冨深 森　香琳 森　翠芳

森　翠柳 森　賢子 森田　香翠 森永　涼扇 森山　青珪 森山　朋宏

安野　恭心 柳本　塘薊 山岡　瑞恵 山方　桂舟 山川　順園 山川　松洞

山口　春翔 山口　竹汀 山口　嶺泉 山下　紫香 山下　由華 山城　鄭石



山田　静光 山田　天斗 山中　恭平 山中　清藍 山平　恵子 山本　照涛

山本　真鶴 山本　貴恵 山本　橦華 山本　呑舟 山本　白麗 山本　碧霄

山本　鳳泉 湯浅　幸苑 横井　宗峰 横内　美翠 横川　翠香 横田　碧泉

横手　希翔 横山　嘉祥 横山　沙音里 横山　秋峰 横山　陵風 吉田　佳蓬

吉田　玉苑 吉田　香春 吉田　舟翠 吉田　梅香 吉田　麗楓 吉冨　春暎

吉野　春霞 芳本　大佳 四條　邦倫 米山　翔太 林　辰碩 我妻　徹心

若林　石翠 若松　青羅 渡辺　鶴仙 渡邊　佳燁 渡辺　杏峰 渡邊　高峰

渡邊　水香 渡部　節流 渡邉　抱琴 渡辺　楊麗

【かな部門】 相原　青漣 赤司　祐子 赤利　翠信 秋山　文柄 浅野　玉韻 浅野　治子

味岡　玲子 東　谿峰 阿部　綾子 尼子　かよ子 雨沢　紀子 有山　節子

粟野　由子 安藤　幸恵 池内　美代子 池田　まり子 石井　寿江 石井　扶生子

石毛　澄翠 石田　三喜 石橋　正子 石原　京子 石原　美玲 伊勢　麻子

市川　恒子 市川　礼子 市原　佳代 伊藤　景山 伊東　琇晃 伊藤　千華

稲村　澄子 稲吉　欣香 稲吉　小夜子 乾　愉美 犬本　祐水 井上　和恵

井上　慧瑤 井上　煌舟 井上　三保子 今泉　溪峰 岩切　美喜子 岩倉　鈴代

岩崎　正子 岩田　香翠 岩藤　雅舟 巖本　順子 上原　総子 上原　レイ子

植村　佳子 上村　美智子 牛山　青蘭 内川　富美子 内山　茜桂 梅田　芳昭

梅原　みちる 江村　耕芳 遠藤　萩花 遠藤　春華 遠藤　美樹 遠藤　玲子

及川　春翠 大石　のぶ子 大神　久子 大城　奈美江 太田　千代次 太田　陽子

大滝　寿美子 大谷　基子 大塚　喜代 大塚　静香 大歳　葉月 大林　礼子

大山　光穂 岡　順子 尾ヶ井　則子 岡﨑　旭游 岡田　多美恵 岡本　通子

小川　紗弥 小河　孝子 小川　利恵 沖崎　愛流 荻野　華代 尾﨑　明子

尾崎　陽子 小田　佳苑 小田　杉径 越智　多圭子 落合　秀水 小野　丈栄

織田　誓子 折野　佳子 貝原　碩子 垣野　翠明 角永　不易 影山　なを

笠原　和代 梶　久美子 梶田　希吉子 片山　春花 可知　白心 甲地　敬水

加藤　玉華 加藤　琴月 加藤　敬子 加藤　久子 金澤　知香 金田　美安子

金丸　実加 金山　季句枝 金子　佳代子 釜谷　百合子 蒲池　真純 萱原　祐子

川合　寿美子 河口　恵舟 川口　鶴世 川口　眞里子 川崎　道子 川島　明子

川島　淳子 川田　智惠 川田　有美 河原田　文堂 河村　靈峰 川本　泉

神田　明美 菊本　洋子 岸田　洸珠 貴島　悦子 北野　美栄 木村　節

木村　利智子 木本　圭泉 清澤　美代子 久賀　明美 工藤　友子 久野　道子

久保　道子 久保山　史子 栗林　延子 栗山　伊津子 黒坂　織恵 黒羽　洋子

桑原　聡美 慶田　悦子 小岩　萌春 河野　留美 河本　京子 髙本　清光

高山　信子 髙良　聡美 小坂　佐紀子 小島　利子 小杉　藤汀 小関　裕子

小谷　のり子 古藤　美佐子 小西　あや子 小西　恭子 古波蔵　悦子 小林　翠篁

小林　たかし 小林　登み恵 小林　知子 小林　富貴子 小湊　美和子 小美野　かおる

小宮　征子 小宮山　青櫻 米田　美仙 古谷　和代 小八木　紅瑛 子安　日登美

近藤　玲子 齊鹿　妙子 齊藤　郁子 斎藤　光楸 斉藤　晴桜 酒井　杏子

酒井　幸園 酒井　定子 坂田　紀子 坂村　美智子 坂本　杉香 坂本　千代香

坂本　裕香 佐川　文子 佐久間　豊子 笹川　芳雪 佐々木　京子 佐々木　晃舟

指田　娃香 佐藤　玉照 佐藤　孝燁 佐藤　典子 佐藤　紅桜 佐藤　素子

佐野　沙絵 澤　聖堂 澤井　美由喜 三田　栄 塩田　弘子 塩原　芳子

塩見　千津子 重松　智賀子 篠原　千惠美 篠原　ハナ 篠原　碧艸 四ノ宮　直樹

柴田　千壽子 柴田　直子 柴沼　秀風 島倉　真由美 清水　満壽美 下川　文子

白井　孝峰 城田　槇子 進地　真弓 末次　ミキ子 須賀　ゆみ 杉本　梅玉

杉山　雅峰 杉山　嘉代子 杉山　光子 洲﨑　展子 鈴木　かよ子 鈴木　広葉

鈴木　静翠 鈴木　千恵 鈴木　美賀 鈴村　姫泉 須原　理恵 角　ふみ

洲脇　香玉 瀬古　光代 曽根　典子 薗田　宏心 園原　裕子 田居　昌子

高倉　春彩 髙橋　桜華 高橋　麗陽 高林　雅香 高原　真貴 髙曲　友紀

髙見　紅苑 高宗　みさ子 滝　竹渓 瀧熊　俊江 滝野　美千代 竹内　一

竹中　香風 田子　和枝 田代　恭子 立川　水葉 立石　加志子 田中　映子

田中　幸子 田中　好代 田中　寧梅 田中　道子 谷　美津子 玉井　利枝

田丸　敬和 月足　彩花 辻本　扇秀 土屋　久美子 土屋　香風 津原　公子

鶴川　美華 出倉　和子 東藤　美砂子 通山　照子 時田　祐子 得能　路雪



徳本　清子 土橋　誠雲 土肥　翠心 飛田　勝子 富井　えり子 富永　雛子

豊田　和枝 内藤　博子 直井　みさ 永井　智世 中川　光泉 中澤　澄心

長澤　奈津子 長沢　雅子 中嶋　一艸 中田　智美 中田　千珱 中谷　佳香

永野　有弥 中野　佐恵子 永野　翠鳳 中原　玉華 中原　智子 中村　恭子

中村　朱華 中村　真珠 中村　妙子 中村　稚苗 中村　俊子 中村　由美子

永守　彰子 中山　かおり 中山　文華 中山　真紀 灘上　水晶 成田　真理子

成平　千鶴子 仁井　和美 西川　祥子 西川　秀鳳 西川　明水 西原　支陽

西村　篤子 西村　晶子 西村　勝扇 丹羽　博美 野々村　信子 野本　志之

埜本　清楓 則清　理江 萩原　純子 橋本　富子 長谷川　晶子 長谷川　鴾舟

長谷部　佑朋 畠河　樹雪 畠山　政子 鳩　みさき 鳩山　えり子 花﨑　光浹

花舘　郁子 馬場　久美子 濱川　道子 浜田　梅香 原　絹代 ᤆ　陽春

原口　陽子 原田　直子 原田　美智子 檜垣　育 久松　清美 久光　妙子

桧山　雅子 平井　登茂子 平石　惠子 平谷　東水 平林　貴扇 平松　真由美

蛭田　梢友 広瀬　白葉 深津　玲子 深堀　美郷 福井　芳子 福岡　佐代子

福嶋　明子 福田　真峯 福本　恭子 福本　正嚴 福與　恵雪 藤枝　小夜

藤田　華苑 藤田　雅子 藤原　彰子 藤原　順子 藤原　美舟 二股　敏美

船田　玲子 古田　葉子 古山　玉扇 別府　祥子 星　佳秀 細見　佳永

堀内　佳峰 堀内　公湖 堀越　桂子 前川　智舟 前田　恭子 前田　多恵

前田　百華 前田　里恵 幕田　多賀子 正田　由希子 増井　希 増川　雪子

益田　美代子 松井　トシ 松井　優美子 松尾　香舟 松岡　英子 松下　翠扇

松田　典子 松原　千賀子 松本　茂子 丸山　翠嵐 三浦　玉泉 三瓶　裕子

美甘　琴江 三木　淳子 水島　紫苑 溝口　裕子 溝端　渓草 見立　慶舟

三橋　華園 南谷　芊水 源　香仙 三村　恵翠 宮内　子廉 宮口　弘子

三宅　千鶴 三宅　藍月 宮﨑　陽美 宮里　民子 宮島　千草 村上　逸子

村上　華月 村上　智游 村上　芳春 村田　章子 村田　瑞朋 村田　法子

村松　翆苑 室山　喜美代 毛利　泰風 持田　翠風 望月　茜祥 本柳　芳華

森　恵美子 森　清泉 森　俊行 森　由理 森　芳子 森口　浩峯

森中　登美子 森安　敏子 柳橋　伸和 矢野　江楓 矢野　季以 藪本　和美

矢部　恵美子 山内　光子 山内　芳枝 山川　星扇 山口　藤紫 山﨑　伸悟

山下　雨情 山下　尚苑 山城　彩鳥 山田　翠竹 山田　東苑 山田　富喜子

山田　祐子 山田　麗月 大和　すみ江 山本　恵美 山本　晧月 山本　順光

山本　千舟 山本　千鶴代 山本　波舟 山本　洋子 結城　香風 杠　徳子

柚木　晴恵 横田　清香 横田　照子 横山　祥子 吉井　智子 芳倉　久美子

吉田　虹祥 吉田　新舟 吉田　瑞江 脇坂　優 和久田　啓子 和田　宏子

渡辺　古鳳 渡部　幸子 渡　春月 渡辺　直子 渡辺　涼子

【篆刻部門】 秋山　博華 芦原　嘉風 石川　無外 石﨑　魯行 稲垣　泗郷 井本　雅士

岩田　琿 岩本　和慧 植田　杏芽 宇佐美　湾山 大江　清風 太田　累淪

小川　勝代 狩峯　溪嶽 川内　繚華 小磯　暢盦 小林　節舟 真田　九龍

鈴木　哲 高野　弘深 高橋　玉堂 竹内　伊佐子 竹内　靖磬 武田　黎秀

千葉　寿幸 寺地　寿和子 土井　広己 中田　聰山 長沼　梅風 中野　聡

中村　穎俊 新倉　希美 萩原　大絃 萩原　寛大 平田　征男 古瀬　章石

松田　泰軒 松本　清苑 三木　穎川 水島　栄美 水野　茉美 水野　和香

三森　春蘭 村上　春嶽 山崎　井泉 遊佐　聖心 吉居　真吾

【調和体部門】 青木　溪陽 赤川　香祥 赤堀　桃扇 秋國　錦雲 東　龍治 新垣　正雪

五十嵐　榮子 池上　真理 石澤　玉花 石橋　遊貴 板倉　優美 一倉　舟景

伊東　久美子 伊藤　水玉 伊藤　翠清 稲川　大穂 猪平　みつ子 岩橋　祥風

井辺　錦舟 上江洲　豊園 上田　清楓 植村　琴江 植本　希代 江川　佳鳳

大石　八重子 大江　啓霙 大城　苑鳳 大漉　恵風 大曽根　紫翠 大谷　宥秀

大野　光照 大野　蘭香 岡田　犀雨 小川　尚哉 荻野　大輔 荻原　留美

小熊　舟花 奥村　実莆 小黒　汀花 小田　翔華 尾田　智恵子 小原　紅峰

甲斐　松琴 片岡　祥泉 加藤　夕雅 鎌田　智恵子 神谷　やすよ 川﨑　華山

川瀬　雪華 川浪　千恵 川森　貞祥 菊地　延子 北原　遥翔 木戸　紘子



木村　翆桂 木村　蒼園 桾澤　美都 古賀　沙苑 越仲　雅代 小平　晴湖

後藤　拝秀 小林　和子 小原　忠士 小松　青洮 小松　美栄子 小松崎　紫流

近藤　溪春 齋藤　岳美 斉藤　光代 酒井　香耶 坂元　桜華 佐藤　惠子

佐藤　佳子 佐野　暁翠 佐野　楠風 佐分　暢光 澤田　寿風 塩見　栄華

宍戸　星華 柴田　千霞 嶋貫　汀 島村　専幹 清水　早苗 清水　梢

清水　静波 白藤　美智子 城間　寿泉 新ヶ江　香菜 新藤　弘子 末永　智夏

菅谷　洋鳳 杉田　蕙峯 鈴木　朱鳳 鈴木　浄庵 須戸　綾菜 須藤　秀光

瀬川　秀子 関戸　章麗 関根　和子 瀬崎　明美 曽根　泰代 髙場　英津子

高橋　笑子 髙橋　久彩 瀧尾　和山 瀧澤　陽舟 武内　美湖 武田　蘭月

辰巳　聡子 田中　明樹 田中　裕也 田中　礼子 谷口　美翠 田原　雨香

塚本　玲子 辻川　玉蘭 辻本　小霞 粒来　由美子 坪井　玉梔 寺坂　理英子

戸松　香苑 豊嶋　青岑 永井　碧蘚 中嶋　礼子 中田　菜津子 永野　藍泉

中村　久仁江 中村　正子 難波　柏舟 西口　恵利子 西田　衣子 西野　郁

西山　照子 野村　典子 野村　和華 萩原　光華 林　陽子 林田　翠山

伴　稲黄 平井　千恵子 平野　壷桜 平野　美恵子 吹野　清影 藤井　豊苑

藤田　寿仙 藤原　浩煇 堀井　裕子 堀江　直美 本田　吉華 前川　知里

前島　玉苑 増谷　塘春 松尾　亮太朗 松本　娟秀 松本　蘭翠 松吉　禎華

水野　千鶴 宮城　妙泉 宮城　李眺 三宅　夕麗 宮﨑　子葉 宮野　輝子

宮本　浩子 向井　和香 村岡　治江 目崎　貴代 望月　和子 森　絵美

森　泰健 森岡　由貴子 森川　幸恵 森山　雅峰 八木　弘昇 保田　亜希子

山尾　一観 山口　玉子 山田　香華 山田　緑苑 山本　和子 山本　青蘭

百合川　洋子 吉田　和博 吉田　真由美 吉田　八千代 吉見　恵美子 依田　清華

四元　利恵 米嶋　梅雪 米山　美江子 渡辺　秀僊



会友作品

【漢字部門】 相木　翠泉 青木　魁林 青木　芳翠 青地　竹豊 青野　花游 青山　雨情

青山　瑞香 阿河　美麗 赤城　椒花 赤木　翠蘭 赤木　麗佳 明石　弥生

赤羽　勝義 赤羽根　桂樹 赤松　孝風 秋末　春琴 秋田　秀穂 秋武　白圭

秋田谷　貴園 秋葉　雙心 秋本　溪月 秋山　香葉 秋吉　栄華 浅井　黄舟

朝倉　静渕 浅田　夕影 安里　恵鳳 浅沼　葉光 浅野　春苑 浅野　清澄

浅原　香影 芦田　翠苑 麻生　秀麗 阿南　豊泉 阿部　光泉 阿部　葉苑

綾部　清幹 新井　蘭翠 荒川　光谿 荒川　璃華 荒木　美智 粟津　紅花

安藤　範香 飯島　草香 飯島　緑峰 飯田　彩香 五十嵐　紅苑 井口　紅葉

池澤　貴翠 池田　紅雨 池田　茂生 池田　翠苑 池田　翠穂 池田　万翠

池原　桂玉 生駒　光南 伊澤　華栄 石井　玉峰 石井　君泉 石井　香扇

石井　紅楓 石井　静水 石井　泉翠 石井　陽光 石川　國博 石川　玄風

石川　祥紅 石川　祥青 石川　清暁 石川　北城 石黒　彗雲 石塚　岳泉

石原　霽月 石原　冬苑 伊豆本　竹翆 礒田　皐緋 磯田　青嶂 井田　峰華

板倉　榮園 板橋　翠苑 市川　豪湖 一ノ瀬　佳風 市原　溪舟 市原　美希

市村　汀曄 伊藤　映空 伊藤　玉芳 伊藤　江畔 伊藤　西光 伊藤　春暁

伊藤　扇雲 伊藤　素香 伊藤　貞香 伊藤　奈々子 稲垣　芳香 稲木　裕美

稲葉　香峰 犬飼　秀峰 井上　玉遠 井上　由美子 井原　計雲 今泉　寛宏

今給黎　瑞芳 井村　惠水 岩崎　静水 岩崎　智弘 岩瀬　紫雲 岩瀬　翠谷

岩堀　石嶺 岩元　櫻雲 岩本　美代子 植草　葉蘭 上里　桃葉 上田　翠渕

植田　翠玉 上田　南邨 植田　抱月 上田　北山 植野　寿泉 植野　聖鳳

上野山　紅霞 上原　暎光 上原　香玉 上村　稲香 宇賀　水螢 鵜飼　豊山

牛澤　石祥 牛澤　智水 宇田川　清園 内田　玉鳳 内田　祥露 内田　千映

内田　裕子 内之倉　真澄 内山　確堂 内山　翔汀 内海　光葉 宇野　壷裕

宇野　静香 海野　洋紅 梅澤　静恵 江口　恵風 江口　蒼華 榎本　壷清

恵美　春陽 遠田　花悠 遠藤　喜久 遠藤　浩鳳 遠藤　沙苑 遠藤　真人

遠藤　鈴響 及川　悟芳 大網　信明 大井　彩江 大内　渓春 大内　香烟

大内　子曄 大垣　千啓 大河　穉扇 大喜多　桃恵 大久保　幸仙 大久保　清華

大澤　鷲峰 太田　華扇 太田　紫翠 大田　清洲 太田　芳琴 大田黒　水陽

大塚　光翔 大塚　博史 大槻　岳峰 大坪　碧江 大隣　由起 大西　悟冬

大西　彩芳 大野　玉嶺 大野　蒼峰 大野　泰扇 大場　香峰 大場　敏充

大畑　麦川 大原　鳥花 巨海　雪葭 大山　綾園 岡　渓水 小笠原　祥雲

小笠原　妙華 岡島　暁雲 岡田　雅風 岡田　志鳳 緒方　桑玉 岡部　薔亭

岡村　琇暎 岡村　秀泉 岡本　光琉 岡本　秋麗 岡本　龍春 小川　光慶

小川　昭石 小川　澄光 小川　美舟 小川　美笙 沖　玉舟 沖浦　夕陽

荻山　樹峰 奥島　美智子 奥田　翠石 奥田　豊穣 奥田　蘭庭 奥寺　朋彩

小郷　翔空 尾崎　翠光 尾﨑　聴砂 鴛海　明蘭 押川　緑影 押田　紅雲

小関　青華 尾曽根　和子 尾田　玄輝 織田　翡仙 小田　明雪 小田切　靜唱

小谷　芳香 落合　木洋 尾中　杉得 小野　京苑 小幡　東瑶 小禄　如真

音田　橦紅 甲斐　柏葉 加賀谷　里萩 柿本　華容 柿本　浩秀 梯　清水

影山　文奈 影山　鳴翠 笠木　登志子 笠原　撩風 笠巻　芳泉 梶塚　紅夢

樫原　歡泉 梶原　伸泰 柏﨑　麗泉 春日　皓静 春日　香風 春日　翔光

片岡　彩霞 片桐　香燿 片桐　南花 加藤　雅溪 加藤　耿堂 加藤　彩心

加藤　秀帆 加藤　翠影 加藤　智加 加藤　博翠 加藤　美佳 加藤　美倩

加藤　蘭渓 門屋　秀麗 角谷　澄泉 金久保　香雪 金澤　瑤月 金杉　龍城

金森　陽琴 金子　妍美 金子　瑞史 金子　蓉子 兼城　昌水 金田　白嶺

金田　芳州 金鋳　秀峰 狩野　千艸 釜井　光江 神長　蘭径 神信　吟窓

神谷　青竹 亀井　杏華 亀谷　素秋 亀山　小島 鴨志田　遥雪 茅野　紫楓

茅森　綾扇 苅田　遵松 河合　祥翠 河合　翠山 川合　碩山 河合　仙華

川上　白鳳 川口　塘紅 河口　玻光 川崎　翠泉 河嶋　緑風 川瀬　彩禾

川瀬　碧水 川浪　香春 河野　秀仙 川野　春苑 川野　凌石 河端　白麗

川辺　春楊 河村　竹貞 閑　祥篁 神澤　静波 菊地　香旭 菊池　秋河

菊池　千葩 木澤　麗川 岸田　松峰 岸根　桃碩 木島　千代子 木代　清玉
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北　青華 喜田　鵬石 北澤　桜園 北野　沙渚 北畠　瑞香 北林　探渕

北林　瑤映 北村　翡園 北村　豊泉 木戸　長山 鬼頭　紅節 城所　藤舟

黄瀬　紫峰 木村　榮翠 木村　紫香 木村　静香 木村　夕好 京極　緑水

桐生　翠陽 金城　紫仙 楠田　陽子 楠元　蘇香 工藤　翠苑 工藤　和春

國廣　寿仙 久保　佳照 久保　華照 久保　光華 久保田　琇哲 熊谷　千鶴

倉科　清怜 倉田　果苑 倉地　西萩 倉林　香柚 栗原　梅香 栗原　藍水

榑林　春翠 黒岩　梧舟 黒田　春翠 桑原　静光 軍記　翆石 毛海　佳石

小池　信石 小泉　佳風 小出　真翠 郷　清居 甲賀　泰岩 河野　恵

河野　李華 河野　露光 合谷　翠蓮 興梠　桐蝉 古賀　松芳 古賀　芳川

小佐田　葵翠 小路口　睦亭 小島　華雨 小島　杏華 小谷　和子 小玉　雅遊

児玉　柳華 小鎚　青鳳 後藤　鐘瑩 後藤　双華 後藤　美香 木幡　秀峰

小林　佳嶂 小林　廣洲 小林　香風 小林　萩月 小林　珠光 小林　十鳳

小林　宵月 小林　照葉 小林　青藤 小林　大作 小林　比出代 小林　莉秋

小林　劉苑 小松　溪山 小松　真寿美 五味　瑞苑 小室　紀代 小山　萌生

近藤　玉鳳 近藤　真輝 近藤　草邑 今野　桃生 最相　祥山 齋藤　華泉

斎藤　希石 斉藤　慧幽 齋藤　光天 斉藤　朱鳳 斎藤　春苑 齋藤　天霜

齋藤　天聽 斉藤　童心 斉藤　悠月 齊藤　緑洲 佐伯　暁月 佐賀　美園

坂井　志計留 酒井　紫鳳 坂井　青翔 坂井　余照 阪野　啓明 坂本　貴峰

坂本　堯耕 坂本　浩水 坂本　湖翔 阪本　寿美恵 佐川　史嬌 碕木　尾風

佐久間　豊苑 櫻井　石風 桜井　聴雨 笹　玉雲 笹井　清響 佐々木　映水

佐々木　華瑤 佐々木　香風 佐々木　紫道 佐々木　紫明 佐々木　祥洞 笹倉　平八郎

佐瀬　流響 佐藤　敦子 佐藤　穎 佐藤　瑩葩 佐藤　哥邵 佐藤　景苑

佐藤　景春 佐藤　綵雲 佐藤　紫風 佐藤　紫甫 佐藤　袖香 佐藤　秋珠

佐藤　春杪 佐藤　小曄 佐藤　翠華 佐藤　千洲 佐藤　芳龍 佐藤　琉華

里見　静苑 眞田　美峰 佐野　理 佐野　富雄 佐野　美千子 佐本　麗光

澤田　千鶴 沢田　武志 澤田　遙焉 沢登　美泉 塩路　素蘭 塩谷　葉州

塩谷　桃舟 志垣　嘉納子 重田　鶴耀 宍戸　青園 品川　緑泉 篠原　恵雲

篠原　順楓 篠原　和葉 芝　弘風 芝垣　仁象 柴田　岳陽 柴田　溪山

柴田　酔石 柴田　西蘭 島　桃華 島田　白風 島田　峰覧 嶋野　琴泉

島村　映真 島村　秀芳 志水　翠華 清水　翠泉 清水　翠仙 清水　静邑

清水　柏亭 志村　暁風 宿谷　硯心 庄田　愛舟 庄田　芳樹 白石　菱遊

新谷　光華 陣内　茜雪 新宮　秀琴 末永　千蕙 菅野　翔花 菅原　麗光

菅原　彩苑 杉浦　潮香 杉田　光楓 杉村　虹苑 杉本　昭蘭 助川　蒼槙

鈴木　秋津 鈴木　溪仙 鈴木　渓泉 鈴木　賢雲 鈴木　杲園 鈴木　香風

鈴木　光燿 鈴木　志鴻 鈴木　秀苑 鈴木　梢曄 鈴木　征峰 鈴木　千寿

鈴木　茜林 鈴木　蒼海 鈴木　蒼心 鈴木　天雷 鈴木　南峰 鈴木　美秋

鈴木　美翠 鈴木　龍川 須藤　恭鈴 砂川　素瑶 隅　硯水 炭山　陽香

清　春園 情野　香風 関　翠硯 関井　幸月 関井　春葉 関口　暁水

関口　美代 関口　蘭草 関塚　鴻州 副島　琳華 十河　大濤 曽束　溪水

薗田　華燿 園田　春葉 田井　翔葉 高　紫翠 高瀬　江舟 高瀬　翠耀

髙塚　紫映 高野　如楓 髙野　苗秀 髙野　峰山 高橋　慶水 高橋　玄園

高橋　興良 髙橋　慈衛 髙橋　萩頫 高橋　翠見 高橋　笛聲 高橋　柏陽

高見　欣苑 田上　洋香 高見澤　貴峰 髙見澤　恒静 髙宮　暉峰 高山　虹泉

高山　緑宝 滝田　光菖 滝本　華光 田口　富美子 田口　鈴華 武井　千霧

竹田　竹峰 武田　優璽 竹中　景燿 長永　清雅 竹中　青蘭 竹原　義龍

竹原　春香 竹原　董群 竹本　谿山 田澤　素月 田島　秀峰 田代　青穂

多田　賢二 多田　虹庸 辰巳　㐂舟 辰巳　祥苑 田中　鶴汀 田中　夏扇

田中　紅珠 田中　江春 田中　沙杏 田中　美周 田中　通子 田中　美登利

田中　麗月 田辺　彩園 田辺　鳴泉 谷　秀紅 谷　鐵玲 谷川　圭花

谷川　翠波 谷口　昇紅 谷口　麗明 田畑　高邨 玉井　美舟 玉川　華月

田村　琴舟 田村　幸城 田村　鴻飛 田村　和泉 樽　漳庭 淡野　萩邨

千田　暁雲 千葉　園泉 千葉　恵 千葉　碧水 塚越　雅子 塚田　翠湖

塚本　香月 塚本　皎沙 塚本　弘達 佃　桃扇 津下　正子 土橋　翠鳳

土屋　葵芳 土屋　萩香 都築　柏翠 堤　薫風 坪井　青紹 坪野　歌景

露木　舞 鶴見　紅蓮 鶴見　東郊 出川　祥泉 手島　萬峰 寺岡　春蘭

寺門　静香 寺木　有崖 寺崎　龍軒 寺田　華紹 伝田　桃華 土居　遼風



戸出　芳泉 東條　翠香 堂田　紅楓 東内　陽子 戸枝　六華 遠山　雨花

遠山　翔雅 富樫　敬典 土岐　雨洋 戸頃　菁扇 所　美峰 飛田　光瑞

冨田　春風 冨田　雪華 富田　童柳 冨高　恵華 友澤　美芳 豊泉　溪石

豊島　積流 豊永　壽美惠 鳥居　哲石 鳥飼　通一 永井　旭洸 永井　静景

中井　功子 中井　宏美 中井　陽理 永井　藍月 長尾　和香 中川　慶風

中川　清峰 中岸　游佳 中島　栄子 中嶋　紅玉 中島　紅扇 中嶋　彩虹

中嶋　彩友 中嶋　潭游 長田　詠李 中田　翠径 永田　白蓮 中塚　珠芊

長冨　春泉 中西　梢香 中西　草城 中庭　岳峰 中根　翠栄 中野　蘭葉

中濱　子峯 仲俣　桂香 中道　京園 長宗　康華 中村　玉苑 中邑　弦照

中村　秀雲 中村　春岳 中村　淳風 中村　滴翠 中村　菱花 中森　淳子

中山　香月 中山　重峰 中山　冬虹 奈須　白露 夏目　雲蹊 夏目　夏径

並木　栄楽 並木　紅華 奈良場　春翠 成田　楚月 成瀬　雪嶺 新畑　祥香

二階　淡葉 西　正恵 西　巳苑 西井　桃水 西浦　翠波 西川　錦萩

西川　香園 西川　静邱 西川　令子 西久保　晴麗 西澤　万雨 西嶋　敬春

西塚　翠泉 西塚　清晏 西中　美知子 西原　青雪 西村　京花 西村　研水

西村　美和 西山　琴水 新田　寿美 新田　博昭 二宮　西隆 丹羽　柚翠

沼知　芳華 沼野井　二葉 根来　如海 根本　芝粋 能條　彩華 納田　貞園

野口　邦翆 野倉　梅芳 野々垣　清城 野々宮　荷香 野々村　宜子 野村　淳石

野村　翠香 野寄　尚萩 袴田　清風 萩池　廣苑 萩野谷　僖雲 萩野谷　暁花

萩原　香鶴 白野　萌香 橋尾　東堂 橋詰　溪石 橋本　松雨 橋本　泉洲

橋本　涛花 橋本　梅荘 長谷川　香華 長谷川　秋佳 長谷川　瑞鳳 羽田野　江楓

服部　青巒 花車　祥鶴 花園　幽琴 花村　翠仙 塙　芳翠 羽地　華畦

馬場　紅雲 馬場　峰香 馬場　真貴子 馬場　妙翠 浜浪　翠舟 早川　笙雲

林　華径 林　大鳳 林　桐翠 林田　華光 早田　青蓮 速水　芳涛

原　昌鶴 原　蒼園 原　碧翠 原川　皓鶴 原澤　里美 原田　葵泉

原田　溪華 原田　光祥 原田　青鴛 原田　瑤英 檜垣　白渕 東　海峰

東　彩雲 東口　珀翠 東野　清泉 彦田　裕子 久森　理世 尾藤　紫苑

日吉　玄龍 平井　玉翆 平井　井秀 平岡　想花 平木　雲龍 平島　紀子

平瀬　華紅 平田　春卿 平田　竹庵 平原　皓月 平松　佳世子 蛭田　伯真

広沢　天外 瀨　ᱶ翔 廣瀬　恵美 深井　光華 深川　娟秀 深田　東穂

深見　鈴苑 福井　映光 福井　絲香 福井　須美子 福井　彣香 福岡　時甫

福嶋　林雨 福田　雅慶 福田　紫水 福田　章鄭 福田　洋華 福地　伸理

福原　恵香 福山　彩華 藤　陽山 藤井　華風 藤井　憬花 藤井　秋芳

藤江　映春 藤木　玄同 藤﨑　孔道 藤島　白瀾 藤田　紅舟 藤田　珠景

藤田　晶洋 藤田　翠苑 藤田　白峰 藤田　福龍 藤田　麗翔 藤沼　和舟

藤橋　翠漣 藤平　雙舟 藤本　映香 藤原　玉雪 藤原　紅陽 藤原　秀華

藤原　松風 二木　眞木 舩岡　珧紅 舩坂　青流 降矢　玄龍 古市　千萠

古川　加奈子 古川　琇光 古澤　潤煇 古澤　星泉 古田　溪峰 穂垣　澄子

星野　玉鳳 星野　葉雪 細井　紫光 細井　翠恵 細川　彩湖 細田　雅估

細谷　碧草 堀　蘭艸 堀尾　龍沄 堀口　祥虹 本田　古耕 前川　陽風

前田　珠静 前田　蕉風 前田　惣遠 前田　邑華 前田　芳榮 前田　麗節

前畑　優心 蒔田　瑛泉 牧野　香溪 牧野　瑞風 牧野　雪袁 牧野　梨香

正宗　量翠 増子　竹扇 増子　涼花 真下　盛泉 増山　白紗 益子　史芳

増子　輪光 増田　艸亭 増田　草葉 増田　唐華 舛田　白露 町田　京花

町田　悠月 松井　清風 松浦　奈於子 松岡　紫苑 松金　翠香 松川　玲翠

松崎　雲崖 松澤　信布 松田　琴翆 松田　子鳳 松田　素石 松田　祐月

松塚　汪泉 松永　尭雨 松永　枩篁 松野　翠鳳 松野　白佼 松原　秋邨

松村　博江 松本　紅園 松本　弘園 松本　香雪 松本　純華 松本　博

松本　芳樹 間野　溪玉 丸岡　晴翠 丸畑　白鈴 丸山　翠心 丸山　祐仙

三浦　英子 三上　燿映 三沢　泰仙 三品　英蘭 水田　柴華 水野　香蘭

水野　秋窓 水野　雪苑 溝上　翔鶴 三田　悠紀子 南谷　流泉 御牧　悠華

耳川　泉遊 宮川　玉峰 宮川　雪蘭 三宅　蕉汀 宮坂　爽衣 宮崎　紫穂

宮﨑　庭舟 宮崎　和桜 宮島　光雲 宮田　緑山 宮地　游亀 宮野尾　禧有

宮渕　白鸞 宮村　筑堂 宮本　章波 宮本　翠邦 宮脇　小夜子 宮脇　邦翠

三輪　寿芳 向井　春灯 武藤　蘇春 武藤　瑞穂 宗島　余光 胸永　河漢

村岡　翠香 村上　萩波 村越　加王里 村瀬　彩光 村田　雅逕 村田　香葉



村田　翔華 村林　龍鳳 村蒔　麗香 村松　華峰 室園　華翠 毛利　明美

望月　紀園 望月　春芳 望月　游汀 本村　彩恵 茂原　玉水 桃谷　汀花

森　晨英 森　翠楓 森　蒼然 森　昌範 森　裕苑 森川　雨峰

森口　冨葉 森島　健 森田　玄龍 森山　香泉 諸田　春麗 矢内　環

八木　由子 八木澤　翠葉 八塩　悠山 矢嶋　光石 矢島　蘇虹 社　芝陽

安川　寿雪 安田　紫苑 安田　雪篁 安田　梨花 安水　華峰 安水　寿峰

安本　香月 矢田　杜翠 柳井　渓泉 柳田　昂雲 矢野　晃鶴 八幡　暢風

山内　雅人 山内　幽霞 山形　翠簫 山川　艸香 山口　華雪 山口　含烟

山口　耿泉 山口　髙尚 山口　香雪 山口　秀峰 山口　樹香 山口　芙蓉

山崎　静径 山下　千光 山下　明香 山田　光芳 山田　古毬 山田　紫苑

山田　柊光 山田　真翠 山田　白葉 山田　柏陽 山田　淑恵 山寺　麗霞

山名　恵鳳 山中　英遠 山中　華月 山中　庸子 山之内　麗華 山邉　香春

山村　龍睛 山本　嵩紫 山本　紫雲 山本　紫光 山本　思蓬 山本　翠汀

山本　瑞萌 山本　翠龍 山本　晴海 山本　泰石 山本　統川 山本　文溪

山本　理芳 山本　龍雲 山谷　雪浪 由宇　星華 湯瀬　幽泉 湯田　詞仙

横塚　綾雲 横見　玉遠 横道　恵子 横山　華峰 横山　暁雲 横山　紅華

横山　淑果 横山　豊蘭 横山　睦美 吉尾　紫峰 吉岡　春鵬 吉岡　小華

吉岡　東祥 吉岡　律 吉川　佳石 吉崎　白鳥 吉澤　豊翠 吉田　篁月

吉田　史艸 吉田　祥苑 吉田　翠香 吉田　聖嶂 吉田　清翠 吉田　清泉

吉田　聖汀 吉田　桃花 吉田　不驕 吉田　味甘 吉田　姚瓊 吉田　蘭生

吉野　保真 吉村　勝紅 吉本　汐香 吉安　玲子 四柳　美貴 與那覇　律子

米田　帯雪 米戸　珠虹 米本　友子 龍頭　渓仙 若木　聖章 若月　悠香

若林　瑛翠 若林　徐風 和氣　芃佳 脇田　愛華 脇本　湖舟 和田　栄波

和田　悠泉 渡瀬　靜風 渡辺　元鐘 渡辺　紫香 渡辺　松華 渡辺　松葉

渡辺　清素 渡辺　素紅 渡邊　美楓

【かな部門】 相畑　華秀 相原　光江 阿尾　錦舟 青木　泉 青木　春静 青木　睦子

赤木　清音 赤木　征子 安藝　小弓 秋月　文恵 秋本　和美 秋元　栴葉

秋元　瑠璃 浅倉　京 浅野　清子 朝比奈　祥鳳 芦原　智美 足立　瑛琴

足立　恵世 足立　麗華 阿部　こずゑ 阿部　二美 阿部　雅美 綾　裕子

新井　喜久江 安藤　祥子 安藤　智子 安藤　文子 案浦　恵子 飯田　泰子

飯田　洋香 五十嵐　仰雲 五十嵐　淳子 五十嵐　泰子 五十嵐　維子 井川　萩水

井川　洋子 井草　文惠 井口　五百枝 井口　美代子 生野　美智子 池内　教舟

池上　久美子 池上　麻笙 池田　妙子 池田　廣子 池田　博美 池永　渓洲

池野　誠 池畠　稔 池谷　柴華 石井　晴子 石井　正乃 石垣　陽市

石川　きよみ 石川　静 石川　寿泉 石田　美翠 石橋　紀代子 石橋　なほみ

石原　松扇 石引　香苑 石村　廣志 石本　玲華 石山　弘子 石山　美川

泉　ゆき江 泉田　尚香 磯田　郁江 市川　昭香 市川　知子 伊藤　えつこ

伊藤　京子 伊藤　景風 伊藤　幸洞 伊藤　聖子 伊藤　伯砂 伊東　富士子

伊藤　美代子 稲田　房江 稲葉　文子 乾　乃武子 井上　鈴子 井上　文恵

井上　松代 井上　美智子 井上　ゆい 猪尾　麻紀子 井下　操 井原　久美子

井原　倫子 今井　千佳子 今泉　紫雲 今泉　房子 今城　久子 今村　陽子

入江　雅子 岩國　ひろみ 岩﨑　真由美 岩崎　芳子 岩﨑　義之 岩田　朱栄

岩浪　由美 上杉　千鶴子 植田　幸泉 上田　繁子 植田　昌子 上田　悠雲

植月　満 上西　優子 上野　光子 上橋　紀子 上村　喜久子 植村　紀世惠

植村　妙子 内田　佳園 内田　恵子 内田　瑞穂 宇奈手　侑子 梅鉢　多美子

梅本　富美代 江口　幸子 江坂　陽子 江澤　正晴 永島　翆雨 江戸川　洋子

胡居　美保 江守　貴美子 遠藤　美川 大井　雅琴 大内　秀香 大賀　一生

大倉　百合恵 大崎　美豊 大塩　慶子 大鹿　景琴 太田　翆邨 大武　美翆

大谷　素子 大塚　華石 大塚　千鶴 大戸　春枝 大西　昇玉 大西　みちる

大貫　利江 大原　悦城 大前　初葉 大村　康子 大森　千華 大森　茜桐

大森　久子 大森　裕翆 大矢　大月 大和田　昌子 岡　皓子 岡澤　博子

岡田　翠桜 岡田　ひとみ 岡田　芳翠 緒方　美千子 岡田　幸栄 岡谷　華佑

岡戸　保子 岡本　智子 小川　貞子 荻野　八重子 奥田　杉舟 奥田　麗花

奥平　朋子 奥村　桂月 小倉　千津子 小倉　寿子 小倉　正美 尾崎　美恵子



小澤　芳翠 尾関　里美 小曽川　香雪 小田口　俊江 小田嶋　玉香 小野　香華

小野　茜葉 小野　千瑤 小埜　ともえ 小野　信惠 小野　由紀子 小野田　美晴

小野寺　昭子 恩田　瀧子 加賀　翠光 垣内　幸子 柿澤　文子 垣下　清月

加来　扇舟 覚前　好美 鹿児島　静風 葛西　一江 風岡　世以子 笠谷　慶舟

風早　遊月 笠原　加代子 笠間　綾子 風間　秀園 柏　敏子 春日　光恵

粕谷　聰子 加瀬　信子 片岡　景水 片岡　靜 片桐　敏枝 片桐　治子

片野　晃晴 形山　春翠 片山　千恵子 勝間田　香心 勝山　紅瑛 加藤　清美

加藤　静香 加藤　仁子 加藤　千賀子 加藤　美水 加藤　満寿江 加藤　凜

金澤　弘葉 金澤　祥子 金田　佳子 金子　幸子 金子　千鶴子 金子　誼子

兼子　光子 金子　裕香 金田　玲香 金林　晶子 椛島　佳水 鎌田　一子

鎌田　岐舟 鎌田　菫舟 鎌野　瑞杜 上村　茂彦 亀　美翆 亀山　美意子

蒲生　翠嵐 鴉田　琇川 刈間　恵果 狩谷　佳香 河合　泉崖 河合　典子

川勝　雅美 川上　花翠 川口　暁華 川﨑　南宗 川島　久美子 川嶋　桃華

川添　文夏 川谷　正華 川戸　初子 河野　佳里 川淵　千和美 川向　孝子

川村　和代 川村　政子 河村　美也子 神田　和子 神田　静月 神田　美枝

菅野　直舟 上林　美津子 木内　玉峰 菊井　千佳 菊池　惠 菊池　ひめ子

菊池　都 木佐　淳子 岸村　智美 喜多　静野 木田　武子 北神　味紀子

北島　美翠 北田　典子 北原　敏子 北見　琇紅 木堂　京子 木下　惠竹

木下　珠光 木下　芳柳 木村　明青 清川　優香 清宮　桂雪 桐山　百合子

工藤　素子 國枝　荷翠 窪田　ノブ 熊谷　孝子 熊田　梅久 栗原　玉苑

栗本　悦子 黒澤　恵里 黒瀬　尚美 郡司掛　迪代 小池　美佐江 小池　由利子

合田　星華 合地　多賀子 河野　とよ子 河野　禮子 古賀　裕治 小坂　恵

小崎　美智子 小島　幸波 小杉　郁代 小杉　豊山 児玉　雅子 小辻　紫舟

小寺　朋子 小寺　初美 小西　篤子 後野　陽子 小早川　玲子 小林　きよみ

小林　沙世 小林　節子 小林　美喜子 小鮒　由美子 小松　彩恵 小松　翠羽

五味　幽花 小南　都世子 小室　華滴 小森　京華 小山　淑子 近藤　一鴎

近藤　香松 近藤　由美子 斉藤　和美 斉藤　祥子 斉藤　早苗 齋藤　多喜子

齋藤　俊子 斎藤　ゆう子 斉藤　由紀 榊原　絹江 坂本　勝代 坂本　美光

相良　祥子 相良　明佳 櫻井　櫻琴 佐々木　香峰 佐々木　草萌 佐々木　美恵子

佐竹　惠子 佐藤　秋子 佐藤　悦子 佐藤　華景 佐藤　君江 佐藤　晋光

佐藤　初惠 佐藤　みのる 佐藤　芳子 里中　夏子 澤口　研舟 沢田　幸子

塩津　美智子 塩原　尚子 重井　濤香 下倉　翠礼 志塚　厚子 篠　則珠

柴尾　恵美子 柴田　佳子 澁井　陽枝 渋谷　水城 渋谷　典子 澁谷　壽

島崎　実千恵 嶋田　富美江 嶋田　雅美 島津　春蘭 島津　美智子 島本　サヨ子

志水　あゆみ 清水　一恵 清水　光雲 清水　登喜子 清水　理佐 清水　禮子

下山　幸子 白井　美喜子 白石　増子 白羽　浪華 真藤　可穂 新村　美奈

末木　滴翠 陶守　成湖 菅井　恵子 菅田　則子 菅原　松華 杉尾　恭子

杉野　杉水 杉野　静香 杉村　禮子 杉本　美知子 杉本　善子 杉山　淳子

杉山　典宏 杉山　妙琴 菅田　文子 鈴木　祥豊 鈴木　豊子 鈴木　初穂

鈴木　久 鈴木　真理子 鈴木　幸 鈴木　淑子 春原　清香 鷲見　素加子

住友　春陽 住吉　満貴子 清　ヨシ子 関　冴子 関　祥玉 関内　華扇

関口　典子 関口　眞喜子 関根　史子 関浜　恵香 瀬戸　鶴洲 瀬野　庸子

平　渓仙 田岡　佐記子 田岡　有紀 髙井　琇山 高木　愛子 高木　清美

高木　杉雪 髙木　武子 髙木　美賀子 高崎　淳子 高嶋　幹子 髙瀬　観仙

髙田　多惠子 髙田　美千子 髙野　雅陽 鷹野原　翠苑 高橋　恵美子 高橋　華月

髙橋　きみ子 髙橋　潔子 高橋　孤舟 髙橋　醇灯 髙橋　祥苑 高橋　汀艸

高橋　美代 髙橋　洋子 高原　香蘭 高原　友子 髙松　芝好 高山　觀舟

田川　悦子 滝澤　ゆり子 田口　春映 武井　玲翠 竹内　朱美 竹内　亮子

武田　悦子 竹平　華泉 武部　恵子 竹本　亜佐子 竹安　雅子 田島　由美子

田尻　煌翠 多田　照子 田近　正子 龍野　妙水 巽　敦子 田中　久美子

田中　江雨 田中　さち子 田中　サト子 田中　セツ子 田中　泉心 田中　夢月

田中　陽子 谷　陽子 谷口　千翔 田場　舟絵 田渕　修子 田村　翠彩

田村　泉舟 田村　久子 田盛　香華 團　美紀子 千野　弘子 茶谷　詩子

塚田　俊子 辻　桂舟 辻　美鳳 津和　知子 寺下　千秋 寺田　祐子

磨田　博子 渡久地　美佐子 徳永　真映 徳丸　泰子 戸田　紀子 利根川　博

外池　久子 富永　優子 戸山　八重子 鳥海　富子 鳥飼　初江 直井　美奈子



永井　都喜子 中井川　真理子 中尾　育代 中川　千富 中澤　悦子 永澤　由美子

中島　安子 中島　由希代 中條　洋子 永瀬　通子 中田　照子 中田　知子

永田　露香 仲辻　喜代 中西　雅代 中西　隆華 中西　麗子 中西　怜香

中根　ふさ子 中野　恵美子 中野　きよみ 仲野　神香 中野　仁子 中野　千恵子

中野　弘子 中野　美佐 中林　葉樹 永原　一美 長嶺　雅秀 中村　紀笠

中村　圭秀 中村　彩幸 中村　小夜子 中村　小花 中村　草園 中村　外茂子

中村　浩子 中村　光江 中本　信子 長屋　香葉 中山　貞子 長山　結香

長山　耀水 永吉　冨美 夏目　京山 納谷　缾春 成瀬　雪江 南條　朱美

南條　素琴 新美　智子 西　いづみ 西　啓花 西　敏子 西井　純子

西井　道子 西島　公子 西谷　さやか 西野　行平 西村　シマエ 西村　汎子

西山　美恵子 西山　好江 仁木　祥江 日東　英光 丹羽　一枝 沼田　香花

根本　俊子 野﨑　悦子 野﨑　春男 野沢　幸子 野田　恵美子 野田　央子

宣原　かおり 野間　陽子 野村　紀子 拜田　菖楓 萩原　厚子 箱守　美晴

橋本　静子 橋本　祥琴 橋本　扇景 橋本　美枝子 橋本　淑子 長谷川　央葉

長谷川　寛江 長谷川　蘭恵 波多江　裕子 花井　ゆかり 馬場　渓舟 濵砂　美里

浜谷　松葉 林　きみ江 林　澄江 林　美枝子 林　結華 林　涼子

早副　園子 速水　紀子 原　加代子 原　千鶴子 原　佳子 原口　満子

原田　寿代 半田　幸瑩 日沖　好芳 東谷　佳代子 樋口　玉桜 菱田　積子

日谷　冬水 日巻　和子 平井　富代 平尾　佳苑 平田　華陽 平田　芙洋

平田　雅子 平野　恵三 平野　千代子 平山　要子 広瀬　敬泉 廣田　和子

福島　麻里 福田　かつえ 福田　玉翔 福田　啓苑 福原　博子 福村　幸流

福本　奈未 福安　五十鈴 藤　省子 藤井　米子 藤沢　千代子 藤澤　黎芳

冨士田　三栄 藤巻　さを子 藤松　翠汀 藤村　貴美江 藤本　清苑 藤森　弘子

藤原　加代子 藤原　里美 布施　春苑 二川　泰子 舩坂　惠美子 舟橋　邦子

古川　鈴子 古川　美津子 古澤　嘉峰 古谷　章子 北條　葉子 星野　英子

細井　菁堂 細川　貴美子 細木　悦子 堀田　花 堀田　眞代 堀　秋芳

堀　祥華 堀　みつ子 堀　好子 堀居　厚子 本郷　純江 本田　弘蘭

本田　祥蘭 本田　美穂子 本多　弥与江 本間　里江 前田　禾桜 前田　美智子

増山　聖仙 増井　美保 益子　さち子 舛田　いさ江 増田　英花 増田　洋子

桝野　香苑 松井　淳史 松井　久美子 松井　妙子 松石　明子 松尾　郁子

松木　恵香 松島　滋子 松島　綾苑 松田　勢彌 松田　弘子 松田　眞理子

松田　洋子 松田　梨葉 松中　風香 松野　旭菜 松原　美恵子 松穂　光世

松村　春韻 松村　友子 松本　あけみ 松本　悦子 松本　香優 松本　奈美子

松本　裕子 松本　峰舟 松森　左千子 松吉　暁子 万代　芳栄 三浦　明代

三浦　秀子 三浦　良子 水野　佳代子 水野　清美 水野　孝映 溝上　照子

溝越　明苑 溝渕　久美子 光岡　邦子 峰　法子 宮岡　恵華 宮川　和子

宮川　章波 宮腰　礼香 宮澤　多づ子 宮下　愛桜 宮西　くみ子 宮原　静華

宮原　玲舟 宮本　秀華 三好　冨恵 牟田　光苑 武藤　綾華 村上　章子

村瀬　梅軒 村田　典子 村田　幹子 村田　弓子 村松　琴丘 村松　幸巳

村山　伊知子 村山　早智子 望月　和州 茂木　郁子 茂木　清芳 元橋　範子

本林　利華 百山　華江 森　香翠 森　茂子 森　冨美江 森﨑　玉鈴

森沢　仁美 森田　綾子 森田　蕙風 森田　澄子 森本　富子 八木　巧宣

八木　麻友子 八木橋　宏苑 矢島　和子 安井　美津子 安井　柳葉 安田　紅雲

保田　翠渓 矢野　妙子 矢引　留美子 八尋　光華 山家　仁甫 山肩　真紀子

山岸　喜久 山口　紅翠 山口　鈴代 山口　千景 山口　則泉 山口　冬浦

山口　春美 山口　寛子 山崎　麗子 山下　敏江 山下　光子 山岨　緑苑

山田　幸世 山田　淳子 山田　貴子 山田　ユキ子 山中　恵翠 山中　みね子

山橋　不二子 山村　祥子 山室　重洋 山本　愛美 山本　意舟 山本　和楓

山本　きみ子 山本　翠久 山本　青華 山本　たか子 山本　十紫子 山本　伸江

山本　峰苑 山本　宮乃理 猶明　光華 幸　礼子 緩詰　香翠 横田　愛子

横田　惠花 横田　宏美 横山　恵子 横山　眞喜子 吉岡　久仁子 吉川　華舟

吉田　郁子 吉田　紫泉 吉田　泉華 吉田　延代 吉田　陽舟 吉永　恭子

吉村　佳代子 吉村　典子 吉村　真由美 吉村　葉香 吉村　良子 四俣　紅雲

米倉　久美子 米田　佳代 米田　公子 龍　和子 龍古　悠苑 六瀬　博美

若草　五月 和歌山　紫葉 和田　映水 和田　翠艸 和田　美穂 和田　美保子

和田　芳美 渡辺　朝子 渡辺　紀美子 渡辺　思蓉 渡辺　小華 渡辺　美代子



【篆刻部門】 青木　雄山 阿久津　秀峰 浅井　峯子 浅野　春泉 安藤　朱游 石川　華径

石水　無径 市川　不言 伊藤　紅彩 岩滝　直子 植西　泰甫 植野　無人

植山　寿泉 内田　紅楓 梅原　玉翠 江川　晃洲 大井　一始 大槻　彦裔

大庭　景雲 大場　朗亭 尾川　雅舟 笠井　佳代子 加藤　正順 川島　正平

北野　芳男 紀藤　捷庵 小島　大立 後藤　南敬 小宮　素慎 小森　香苑

近藤　雲洋 近藤　朋齋 坂上　香艸 阪口　香雪 桜本　豊雲 佐藤　晄谷

佐藤　成壽 佐野　麦静 佐野　幽光 師子堂　房翆 渋谷　春好 清水　蒼龍

正和　杏葉 杉浦　鶴雲 杉浦　琇鈴 髙桑　緑英 瀧島　清 竹味　幹郎

多田　学友 田中　紅雨 寺澤　啓甫 寺本　翠葉 土井　青雅 得永　春水

仲井　祥風 永谷　加代子 長峯　雲暁 夏目　萩琴 西口　青咲 根本　勇司

野口　栖雲 白　流山 長谷川　拓石 花島　昇司 林　聖雲 廣川　映光

廣野　蒼厓 藤井　輝翠 藤本　蘇西 堀　梅肇 本江　恵翠 松田　静石

松田　美津子 村川　溪月 森　秀雄 森本　光風 楊井　仁慧 柳　重次

山崎　一雄 山下　壽雲 山根　容園 吉田　東石

【調和体部門】 四十物　萩恵 青栁　緑水 安居院　琇翠 浅野　京雅 東　春翠 阿部　和男

安部　幸苑 天野　月祥 荒井　清光 五十嵐　恵芳 生田　紅園 池田　君子

池田　畦花 池田　翠香 井後　尚久 石井　湖色 石川　彩翠 石川　瑞祥

石坂　香遥 石崎　美代子 石橋　淳子 石橋　星泉 石村　溪舟 石村　冬苑

磯崎　綾子 磯辺　花泉 伊坪　真由美 伊藤　春翆 稲垣　皋人 稲葉　彰司

井上　枝江 井上　清明 井上　光代 今井　輝世 岩井　玉翠 上田　祐園

上野　祥鳳 氏井　雅園 梅原　香玉 梅原　由紀 江渡　虹祥 遠藤　文葉

及川　とし子 大井　和子 大口　鶴亭 大澤　永子 大澤　黄華 大島　昴星

大谷　光南 大谷　美和子 大槻　淑子 大西　梓江 大沼　義正 大原　愛

大原　樓園 大道　秀玉 岡　典子 岡部　光風 岡本　佳園 荻野　秋豊

荻原　慧泉 奥家　和風 小倉　煌雪 小倉　法雪 小倉　悠花 小田　紅扇

小田桐　華鏡 小野　翠湖 尾原　香邨 園城　皓月 加賀谷　浪子 柿岡　汪庭

柿島　香淳 葛西　文子 柏原　敬子 加瀬　清華 帷子　枝葉 勝井　和子

勝山　優子 加藤　翠香 加藤　真理 金子　玉流 金子　智園 鎌倉　星Ლ

亀田　たい子 亀山　白沙 茅納　紅雪 川口　紫芳 河口　霄華 川島　多恵子

川島　豊翠 川瀬　公韻 川瀬　有珠 川本　康子 川原　桐花 菊島　美穂

岸　穆如 北澤　竹麗 北嶋　艸園 北村　啓華 紀伊国谷　鶴園 木下　水蓮

木村　輝扇 木村　輝芳 木村　恵泉 木村　晃楓 木村　明峰 桐野　美恵子

窪田　渓苑 小泉　好風 小泉　貞華 郷力　昌苑 小島　彩溪 小島　竹苑

小林　皓山 小針　汀秀 小南　直子 米田　美樹 近藤　梅鶯 西城　千代

斉藤　松峯 坂井　珠雪 酒井　幽石 坂口　恒子 坂巻　松盈 佐上　志津子

坂本　瓊石 佐々木　清堂 笹森　花抄 佐竹　掬水 佐野　香織 佐野　花香

佐野　蒼雲 佐原　瑶華 椎畑　祥葉 塩川　佳子 重　翠琴 篠田　好泉

柴田　桃花 渋谷　美登里 嶋田　桂子 清水　久美子 志村　舟泉 新家　恵屑

神農　やすよ 菅澤　絹香 菅原　紫雲 杉浦　幸悠 杉田　景星 須崎　翠玉

鈴木　ᱼ遊 鈴木　滋盛 鈴木　鈴代 須田　幸子 須田　静風 関野　十雅

瀬戸口　寛子 添石　蘭景 平　凌山 髙石　黄鵞 髙久　トキ子 髙瀬　秀琴

高橋　花游 高橋　公子 高橋　秀萼 高橋　水敬 高橋　掃秋 髙橋　藤玲

高橋　富詩 高村　翠扇 高柳　芳翠 滝川　祥苑 滝口　照影 竹内　喜苑

竹内　美仙 竹田　昌代 竹村　恒苑 多田　穗香 舘山　畦雪 田中　映香

田中　朱夏 田中　蘭香 谷　翠虹 谷　みそぎ 谷　玲琴 谷口　瞳

谷崎　秀月 谷林　美代子 玉那覇　精香 知念　翠光 辻井　錦園 辻本　華翔

辻元　澄玉 土屋　晃陽 都竹　仙華 綱嶋　松琴 坪木　虹月 坪田　紀久子

津本　玉倉 鶴岡　貞苑 寺澤　珪花 寺澤　香葉 寺島　多海 照沼　香雪

照屋　景彩 土井　美﨑 當間　秀華 戸村　重子 豊福　水眸 内藤　鈴舟

中井　帯仙 中江　恵美子 中川　汀松 中島　和枝 中筋　良江 中田　景子

永富　靖代 中西　苑友 中村　茜舟 中村　真紀子 中村　順子 中山　園子

生田目　昌子 成田　柳豊 成澤　幹月 新居　悠苑 西尾　怜扇 西畠　踏青



西山　靖湖 西山　緑風 庭田　静苑 野澤　萩園 野村　節子 橋本　恵苑

橋本　三千子 橋本　令子 長谷川　睿士 長谷川　春琴 服部　華泉 這禽　沙香

早坂　貴久子 林　咲子 林　千香 林　幸湖 林　嶺花 林田　芳泉

速水　錦畦 原　紅葉 比嘉　栄子 比嘉　花郷 東　醉香 久枝　旭鴬

菱田　好美 兵動　清苑 平井　皓玉 平岡　千蒼 平松　円游 平松　圭鳳

平松　聴沙 広瀬　省二 弘田　長風 深谷　紅蘭 福井　旭穂 副井　清香

福田　玉Ჴ 福田　祥光 福田　祥翠 福永　美苑 藤井　江悠 藤川　洋子

藤木　千恵子 藤澤　暎秀 藤瀬　悠花 藤田　麗香 藤戸　啓子 藤本　佳扇

布施　杠華 古石　美奈子 文　京子 星川　清峰 本多　花泉 本間　紅涛

本間　路修 前川　知翆 前田　紫泉 真木　幸南 眞下　幸枝 増田　松香

町田　真麗 町田　千賀子 松枝　隆正 松尾　有唯 松本　カオル 松元　華舟

松本　佳揚 松本　陽子 丸谷　霞香 三上　啓美 御前　美渓 水野　菜月

三井　星花 皆川　芙沙 三奈木　富貴子 南　篤子 宮尾　京子 宮川　和巳

宮城　和子 宮﨑　暉泉 宮澤　雲舟 宮地　花苑 宮下　由蘭 宮島　萬翠

宮田　祥習 宮田　心風 村岡　幸風 村上　竹芳 村上　恒子 森井　玄堂

守本　寒哉 矢嶋　由紀 梁川　景雲 柳澤　慶子 柳田　董葉 薮内　光葉

山口　榮翠 山口　彦鳳 山口　幽香 山口　幸子 山﨑　恵里子 山崎　聖子

山崎　初枝 山﨑　公人 山田　青舫 山田　泰峰 山梨　清雅 山本　香川

山本　千代子 山本　文子 山本　幸子 結城　雪琇 横山　紫楊 吉川　純香

吉川　清笙 留　翠香 与那城　江扇 和田　菖麗 渡辺　映翠



入選

【漢字部門】 相木　小百合 相澤　玉城 相澤　麗華 青木　華妙 青木　慧華 青木　秀媛

青木　春華 青木　海里 青田　智子 青野　功峯 青野　彩水 青柳　清長

赤坂　春山 赤崎　佳子 赤津　大輔 赤堀　秀峰 赤堀　静雅 秋田　楳栄

秋月　美峰 秋葉　景華 秋元　望花 秋山　映子 秋山　悦子 秋山　孤石

秋山　橙蹊 秋山　杜百 秋山　風露 秋山　正史 浅井　琇月 朝倉　義寛

朝倉　東山 麻田　紫芳 安里　菜奈美 浅野　涛香 安座間　澄華 浅見　艸芳

芦澤　香雪 芦沢　晴光 芦田　幸扇 芦田　天城 芦田　美鳳 芦田　弘子

芦田　碧水 安嶋　喬穐 芦谷　青嶺 飛鳥　美苑 東　春霞 東　悠苑

麻生　和光 安宅　葦泉 足立　彩舟 足立　聡美 足立　穂美 安達　美奈

足達　萌奈 熱田　翔佳 渥美　小鶴 穴井　沙知 穴水　碧洲 安彦　裕子

阿部　恵美子 安部　珈苑 阿部　杏花 阿部　恵康 阿部　瑚璉 阿部　青雲

阿部　清泉 阿部　素心 阿部　南梢 阿部　深雪 阿部　柚洸 阿部　玲子

安保　白美 天野　聡子 天野　哲泉 雨宮　澄枝 綾　文泉 綾戸　智彩

鮎澤　乗光 荒井　賀芳 新井　玉照 荒井　宏山 荒井　紺眞 新井　公甫

新井　茜秀 新井　潭月 荒井　桃子 新井　雄峰 新井　淑枝 新垣　桂舟

新垣　次子 荒金　朋秀 荒川　景雪 荒木　佳瑛 荒木　梢雨 荒木　祥陽

荒木　蘭扇 荒子　藤華 荒瀬　玉華 荒田　山虹 荒畑　久江 新谷　まどか

有井　うらら 有賀　蒼玄 有川　智子 有馬　静華 有馬　道文 安瀬　翠苑

安藤　映秀 安藤　海竜 安藤　恵泉 安藤　裕子 安濃　祥雲 安間　祥琳

飯尾　翔風 飯田　亜矢 飯田　彩園 飯田　春雪 飯田　梢香 飯田　心樵

飯田　天澄 飯野　秀一 家田　翠徑 五十嵐　柊花 五十嵐　春華 五十嵐　美光

五十嵐　由碩 井狩　遊雪 井川　光葉 井川　春翆 井口　静水 伊熊　邦夫

池内　優華 池上　孤月 池谷　 ち子卋 池口　聖嶽 池嶋　畦芹 池田　夏爛

池田　瑞苑 池田　静山 池田　青芝 池田　裕一郎 池田　義則 池田　玲舟

池野　愛麗 池邉　美杜 池本　杏舟 池本　竹風 生駒　吉識 砂金　妙雲

石井　玉心 石井　奎文 石井　光彩 石井　紫水 石井　春径 石井　粹月

石井　光子 石井　美年子 石井　洋子 石岡　喬遷 石垣　比彩 石掛　文子

石川　加翠 石川　慧華 石川　惠翔 石川　康逸 石川　畊山 石川　翔芳

石川　笙姚 石川　盛皇 石川　正萃 石川　惺楓 石川　澄華 石川　白葉

石川　鳳祥 石川　芳泉 石川　澪熙 石倉　照蓮 石毛　由美子 石坂　江春

石沢　湖香 石島　遊雲 石関　崔麗 石田　暎彩 石田　衣子 石田　祥苑

石田　清祥 石田　桃凛 石塚　花谿 石塚　京子 石塚　紅鵬 石塚　心燈

石橋　鶴州 石ᤓ　妍翠 石橋　枩翠 石橋　蒼城 石浜　林泉 石原　艶舟

石原　雅舟 石原　奈保 石引　夢草 石本　光波 石森　竹情 出原　義山

泉　春嘉 泉屋　貞子 出雲　純子 伊勢　祥鳳 井関　虹園 井関　蘇遊

伊勢田　紀峰 磯　由紀 礒﨑　和子 礒﨑　冬華 礒田　千尋 磯田　桃香

礒田　裕之 五十畑　千翠 礒部　実智代 猪田　鶴千 井田　仙翠 板尾　信乃華

板垣　亜紀子 板倉　香渕 板谷　珀弥 板場　澄眸 板橋　岳陽 伊丹　二三四

一宇　和扇 市川　榮峰 市川　桂子 市川　晃彩 市川　玉枝 市川　町月

市川　皓花 市川　萌有 市来　翠玲 市ノ沢　春逕 一瀬　紅苑 一ノ瀬　利風

一ノ関　清山 一戸　秀光 市村　彩香 市村　栄坡 市村　雪鈴 市村　美風

一色　風華 井出　貴游 井出　暁清 井出　秀岳 出射　桂翠 出射　早希

井戸　怜花 伊東　和子 伊藤　雅陽 伊藤　祺春 伊藤　妃美香 伊藤　京吟

伊藤　玉彩 伊藤　玉冰 伊藤　錦泉 伊藤　啓水 伊藤　谿石 伊東　健

伊東　硯秋 伊藤　倖泉 伊藤　公風 伊藤　江麗 伊藤　瑚彩 伊東　紫艶

伊藤　枝鳳 伊藤　樹理 伊藤　翠雪 伊藤　青雪 伊藤　静泉 伊藤　青悠

伊藤　青鸝 伊藤　双麗 伊藤　晴代 伊藤　弘子 伊藤　恭子 伊藤　蘭徑

伊藤　礼華 糸川　佳代 井徳　清泉 稲井　華風 稲生　妙子 稲垣　輝彩

稲垣　汀風 稲阪　明男 稲田　白扇 稲葉　邦雲 稲葉　諒 稲福　彩光

稲村　輝 稲村　碧水 稲守　弘子 井上　晏野 井上　華玉 井上　華蕉

井上　雅泉 井上　桂泉 井上　江静 井上　彩峰 井上　邇雲 井上　照華

井上　照風 井上　穂香 井上　雛妃 井上　清華 井上　扇寿 井上　宗圓
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井上　千里 井上　白鶴 井上　碧朱 井上　真希 井上　由彩 井上　悠香

井上　洋彦 井上　能子 井上　蘭惠 猪熊　祥葉 猪原　瑛彩 猪股　大蓉

井原　翠泉 今井　圓祥 今井　弘悦 今井　詩庵 今井　稲山 今井　仁美

今井　美泉 今岡　美麗 今関　希美 今西　香蘭 今村　華凰 今村　華陽

今村　清美 今村　貞風 今村　春美 今村　真衣 今吉　三知仁 井本　岑遠

井元　正典 岩井　青陽 岩井　隆盛 巌　正見 岩木　桂子 岩城　暢春

岩倉　翠柳 岩佐　樹風 岩佐　潭瑛 岩崎　香雪 岩﨑　翠風 岩崎　竹蘭

岩崎　妙香 岩﨑　蘭翠 岩﨑　緑雨 岩瀬　晶子 岩瀬　絢子 岩瀬　頌鋒

岩田　華舟 岩田　恵子 岩田　峻草 岩田　星彩 岩田　蒼雪 岩楯　知実

岩月　彩紅 岩永　快哉 岩野　豊子 岩間　鶴巣 岩間　晴香 岩本　扇華

岩本　義浩 岩本　玲水 岩森　桜月 上内　凰紀 植木　三峰 上木　優香

上田　華泉 上田　圭風 上田　宏堂 植田　順汀 植田　翠光 上田　翠泉

上田　聖雲 植田　典雅 植田　碧水 上田　美智 上田　悠翠 植田　有紀子

上田　蘭秀 上西　清龍 植野　梓 上野　益泉 上野　旺柯 上野　華央

上野　馨樹 上野　桂尚 上野　翠霞 上野　正敬 上野　雅香 上原　絹江

上原　名智 上原　昌樹 上原　真理子 上平　ᤈ翠 植松　宏峰 植松　走風

植村　茂樹 上山　恵里 上山　邦子 鵜飼　紀香 鵜飼　秀麗 鵜飼　瑞草

鵜川　柯舟 牛越　杉仙 牛山　尚苑 牛山　晴雲 臼井　紫音 臼居　凜泉

臼田　紫紅 宇田　凌霄 内川　珂静 内川　昌子 内田　正子 内田　凉花

内間　香苑 内元　溪虹 内山　煌月 内山　春扇 内山　節齋 内山　良子

宇都宮　久遠 宇都宮　桃子 内海　稔 宇野　夏夕 宇野　天遊 鵜浦　湖山

梅坂　芳陽 梅田　君代 梅溪　紅苑 梅林　由葵乃 梅原　英香 宇良　樹希

浦岡　朱扇 浦口　貴子 浦崎　豊彩 浦田　明青 浦田　麗花 浦辻　笙瑛

卜部　麗苑 浦山　蒼樹 瓜田　余響 漆　栖光 上籠　香翆 海野　琅華

永口　都葉 江上　桐佳 江上　麗泉 江川　尚鴻 江口　太郎 江尻　光華

江尻　静香 江田　逸硯 江田　雲海 江田　柏泉 江藤　源秀 江浪　麗月

榎木　栄泉 榎本　愛弓 榎本　華艶 榎本　堯斌 榎本　秀艶 榎本　清心

海老澤　岳濤 海老沢　京香 戎　紫穂 海老名　蒼燕 海老根　翠香 江良　宗扇

遠渡　季音 遠藤　華泉 遠藤　香芝 遠藤　耕菱 遠藤　里美 遠藤　紫山

遠藤　祥苑 遠藤　清州 遠藤　桃苑 遠藤　美苑 遠藤　優綾 及川　梨沙

種田　圭鳳 王　晋碩 大井　奈峰 大石　修 大石　佳泉 大石　紅姸

大石　精香 大井屋　豊秋 大内　杏華 大内　瑶稀 大内　稜春 大浦　游琴

大江　學堂 大江　玉玲 大江　柏葉 大柿　麗水 大川　華香 大川　華風

大川　汀華 大木　翠葉 大北　碧雨 大久保　ᤋ水 大久保　京子 大久保　榴華

大熊　蕙玉 大隈　彩禾 大熊　澄心 大倉　博子 大河内　秋蘭 大越　晃翠

大越　時枝 大越　萌香 大崎　幸雪 大﨑　香峰 大澤　恵利子 大澤　華園

大澤　清香 大澤　悠山 大下　江波 大下　奈々子 大島　柊香 大島　青桐

大杉　紅萌 大角　玲子 太田　勝子 太田　馨苑 太田　圭豊 太田　子延

太田　緒翠 太田　仁風 太田　粹華 大田　草舟 太田　苑美 太田　俊子

太田　将浩 太田　嶺雲 大谷　智 大谷　祥雨 大谷　三那美 大地　康月

大塚　菜苑 大塚　梢扇 大塚　松風 大塚　秀樹 大出　露草 大友　照葉

大西　輝菖 大西　昭ᤎ 大西　青鶴 大西　素華 大西　高乎 大西　千涛

大西　都紀子 大西　紀子 大西　治香 大西　英徳 大西　美鳳 大西　峰巌

大西　美恵 大野　雅鳳 大野　奈緒美 大野　白薊 大野　彩 大庭　一記

大羽　花舟 大庭　香舟 大塲　知華 大橋　彩 大橋　和代 大橋　春草

大橋　翠風 大橋　青峰 大橋　雪華 大橋　由季 大濱　瑞圓 大林　紅鳥

大原　香蘭 大平　恵 大前　星砂 大嶺　蛙泉 大向井　莉園 大森　愛里

大森　恵華 大森　恵琇 大屋　瀞鷺 大山　雅峰 大山　香翠 大山　洋春

大山　隆朋 大脇　美泉 大脇　芳泉 大和久　紀子 大和田　幸子 大和田　美香子

岡　掬水 岡　香陽 岡　静秋 岡　聖道 岡崎　幸花 岡澤　久子

小笠原　紫龍 小笠原　日和 岡嶋　恵芳 岡島　寿石 岡嶋　樹堂 岡島　道子

岡田　成奈 岡田　歩 岡田　華径 岡田　久美 岡田　᥀風 岡田　兼大

岡田　里世 岡田　秋聲 岡田　翠悦 緒方　石範 岡田　直美 尾形　均志

岡田　薪子 緒方　万寿 緒方　玲泉 岡西　稔 岡野　楓 岡野　早恵

岡部　久美 岡部　峰聲 岡部　美保 岡前　慧州 岡村　瑛翠 岡村　奈津子

岡本　香織 岡本　華翔 岡本　一寿 岡本　雅峰 岡本　溪泉 岡本　知扇



岡本　千代 岡本　丁薫 岡本　美佳 岡本　燿玉 岡山　旭洋 小川　圭璋

小川　詩孝 小川　翠苑 小川　智泉 小川　勉 小川　倫子 小川　美翠

荻沢　仁美 沖田　華陽 荻野　紅峯 荻原　智史 小切間　天剣 奥　紅泉

奥　高峰 奥田　桂子 奥田　倖雪 奥田　長春 奥田　芳蘭 奥野　竹峰

奥野　日文美 奥村　圓華 奥村　朋子 奥村　佳之 奥谷　清琴 奥山　喜和子

小倉　楚石 小栗　峰一 桶作　理幸 桶舎　素秀 尾崎　幸花 尾﨑　江楓

尾﨑　桃里 尾崎　美穂 小笹　紫芳 長部　蘭香 小澤　竹峰 小澤　碧草

押川　柏玉 尾下　泰規 尾嶋　朱麗 尾島　麗香 押尾　康代 尾曽　紫綾

小園江　雅心 小田　一洗 小田　弘爽 織田　窕煌 小田　昌俊 小田　麗華

小田原　華舟 越智　琴窓 落合　啓司 落合　桂葉 落合　聖薗 落合　史佳

音羽　順子 乙脇　康龍 尾内　和石 小那谷　香畦 鬼塚　亜希 小野　朱美

小野　雅園 小野　花泉 小野　恵風 小野　彩楓 小野　春山 小野　春泉

小野　翠月 小野　翠香 小野　敦陽 小野寺　柾 小野寺　充玲 小畑　芳園

尾花　秀穂 小原　公恵 小原　春玲 小俣　柏翠 小山　蘇龍 小山田　煌花

織田　蒼雪 恩田　峰道 賈　雨石 鏡　留奈 柿堺　恵 柿澤　紫芳

柿本　浩美 角田　渓雲 掛川　和光 筧　虹霄 影山　天性 加古　智晃

葛西　見峰 笠井　江心 笠井　仁 葛西　ひなよ 葛西　子 笠井　蘭仙

笠木　正江 笠原　暁山 笠原　節子 家始　璃舟 鍛冶　瑠美子 鍜治江　澄月

加治木　功延 樫田　瀧舟 柏倉　典子 春日井　栄嘉 春日井　泰雲 粕谷　芳翠

片岡　虹石 　桐　幸祥 片桐　邑香 片桐　瑤雪 片田　楓里 帷子　祥子

帷子　杜風 片山　香曄 片山　清冬 片山　千華子 勝　翠江 勝海　芝香

勝瀬　樹 勝田　良華 桂　晃穂 桂　蒼峰 桂田　秋邨 桂田　真喜子

加登　彩風 加藤　栄春 加藤　暉川 加藤　弦宵 加藤　紅苑 加藤　香玉

加藤　庚洲 加藤　芝華 加藤　舒暎 加藤　静花 加藤　静香 加藤　竹翠

加藤　梅玉 加藤　美泉 加藤　鳧鐘 加藤　芳蓮 加藤　光雄 加藤　美鶴

加藤　芳司 加藤　麗華 門崎　景夏 門多　恵峰 角谷　彩紅 角谷　鈴扇

門脇　華杏 金井　薫姚 金井　美舟 金川　知光 金澤　璃峰 金森　忠夫

金谷　黒鷹 鹿庭　佳峰 兼岡　玲子 我如古　茜 金子　華承 金子　桂子

金子　圭翠 金子　秀越 金子　純子 金子　天怜 兼子　萬數 金子　芳清

金崎　秋霞 金澤　永祥 金田　静綾 金田　貞粋 金田　柳風 金本　順喜

金保　翠湖 加納　清一 狩野　凛泉 蒲　翔川 株田　星邨 壁谷　由美

鎌形　翠稀 鎌上　小楓 鎌苅　由子 釜口　馨丘 鎌倉　恵祥 鎌田　清苑

鎌田　恵 鎌田　麗祥 鎌谷　汪雲 釜谷　圭春 上浦　馨衣 上條　窓苑

紙漉　奨 神谷　武男 上根　大樹 上村　有記 神本　朱扇 神谷　育子

神谷　董節 神谷　雅男 神谷　蘭月 上吉川　珠寶 亀川　青漣 鴨　春花

蒲原　美都子 唐鎌　房子 狩集　小宇宙 苅田　春峰 刈谷　友美 軽部　奏月

川合　渓風 河合　晃華 川浦　麗水 川上　清彦 川上　芙翠 川北　青波

川口　英華 川口　翠渕 川口　唐風 川口　裕翠 川﨑　秀彩 川﨑　千佳子

川崎　淑子 川島　巧慧 川島　幸子 川島　節子 川島　大華 川島　遙青

川瀬　千鶴子 川瀬　実咲 川添　如翠 川田　雅舟 河田　桂山 河田　富恵

河田　美鈴 川田　喜正 川谷　ᲃ蘭 河内　柏真 河内　悠泉 川中　榴華

川仁　白蓮 川西　智子 河野　明希 河野　信子 川野名　櫻泉 川端　志津

河原　游鳳 川原　陽苑 河原　玲青 川辺　久苑 河村　香風 河村　湖虹

川村　倜襄 河村　桃花 河村　東蝸 河村　美緒 河村　美喜枝 川本　堯燁

川本　秋華 川本　清月 河本　遊宇 河本　有里 河森　かなえ 川脇　知夏

管　浩然 菅　優子 神田　虹泉 神田　光波 神田　彩星 神田　勝雲

神田　美苑 神立　佳子 菅野　照月 菅野　青嶂 菅野　停香 神野　隆尚

神林　千梢 神邊　玉麗 神部　懸堂 神辺　幸子 紀　董耀 木内　要石

菊池　厚子 菊地　華延 菊池　玉峰 菊池　谿香 菊池　紫光 菊池　秋堂

菊池　松翠 菊地　翔太 菊池　正士 菊池　美穂 菊地　裕子 菊池　玲光

城﨑　心翠 木咲　茂秀 岸　敦子 岸　霞昇 岸　彩光 岸上　蓮鐘

岸川　依水 木嶋　梢月 岸本　璋佳 岸本　桃雅 黄瀬　茶園 木田　朱音

喜多　笙翆 木田　渺峰 北井　育代 北川　詩雪 北川　真帆 北澤　由佳理

北嶋　宏一 北野　格扇 北野　霞溪 北林　豊海 北原　知慧 北原　朴雪

北原　柳花 北松　翠瑶 北見　翠汀 北村　暎光 北村　桜華 北村　雅倢

北村　佳子 北村　義行 北本　泰石 吉津　浩峰 吉川　玉苑 橘髙　晃月



喜納　光藍 木滑　芳恵 衣笠　祥雲 衣笠　蓉玉 木野　晴華 木内　理映

木下　鴎渚 木下　江泉 木下　青楓 木下　蒼絢 騎馬　美勢 木原　綾美

儀間　雲柳 儀間　加代子 木俣　紫邑 君野　爽神 木村　文音 木村　虹玉

木村　香月 木村　紫翠 木村　秀光 木村　松柳 木村　寿美子 木村　静波

木村　素春 木村　有峰 木村　瑠雲 木村　和象 刑部　訓代 清重　泰山

清重　高子 清田　政和 清見　長流 桐原　蒼月 木綿　隆弘 金　禾蓮

金原　悠清 九鬼　美絵子 草野　翠泉 草間　政翠 串田　逢春 楠　西禿

楠本　素芳 楠森　玄峰 工藤　香代 工藤　松韻 工藤　真光 工藤　淡雪

工藤　碧流 工藤　真里 国原　梅雪 国松　珠芳 国本　華暎 国吉　聴天

㓛刀　里子 久野　紅雪 久野　生麗 久野　哲仙 久能　廣洋 久原　翠瑤

久保　映光 久保　花桜 久保　紫湖 久保　爽純 窪川　有香 久保田　育美

久保田　玉華 窪田　紫雲 久保田　修竹 久保田　珠悠 久保田　翠玲 久保田　晴恵

久保田　愛美 久保田　泰子 久保田　麗花 熊谷　泉舟 熊谷　彬川 熊坂　呉碩

熊﨑　千佳 熊田　翠庭 久間田　美幸 熊谷　雅蓉 久米　雪葉 久米　泉荘

久米　利典 粂　美香 久山　純遙 倉﨑　鳴泉 倉知　葉舟 倉持　歩月

倉本　春悦 栗岩　貞伯 栗岡　玲子 栗栖　由有 栗田　佳霞 栗田　南峰

栗原　寿苑 栗原　朱泉 栗原　蒼翠 栗原　緑子 栗原　明麗 黒川　柚華

黒木　歩美 黒木　叔鴛 黒木　凌雲 黒沢　真照 黒須　朱美 黒瀬　桃苑

黒田　月来 黒田　清泉 黒田　千鶴 黒田　楽意 黒田　龍靖 桑田　雅香

桑谷　佳山 解良　戈祥 元田　由美子 見目　和香 古　采碩 小荒井　紅晴

五井　道苑 小池　盛珠 小池　髙遠 小池　峰弦 小泉　清花 小泉　石要

小泉　遊紀 小磯　栄芳 小板　由紀子 小出　祐子 郷　蘭溪 郷　隆岳

髙坂　翠周 合志　遙春 河野　香葉 河野　翠風 河野　藤予 髙野　洋子

鴻巣　洋雅 孝橋　十三 古賀　ひさ乃 古川　裕美 小川　繭子 小坂　参華

小阪　玲子 小酒井　彩花 小澤　香楓 小島　香風 小島　華凌 小島　紫華

小島　静珠 小島　照美 五條　美萩 小園　東綺 小髙　心鏡 小瀧　さちよ

小谷　荷香 小谷　和美 小谷　恵水 児玉　綺芳 児玉　桂華 児玉　弘園

牛膓　和子 後藤　雅水 後藤　盛蔭 後藤　善峰 後藤　美風 後藤　黎瑤

小西　華風 小西　笙鶴 小西　とし子 小西　則子 小西　史子 小西　由美子

木平　好峰 小白　紫水 小畑　百合子 小早川　恵祥 小林　佳扇 小林　起雲

小林　玉晨 小林　吟舟 小林　佳華 小林　圭翠 小林　紅杏 小林　高凛

小林　幸子 小林　俊山 小林　庄一 小林　真翠 小林　翠澄 小林　翠芳

小林　千敬 小林　太煌 小林　千秋 小林　千惠 小林　竹香 小林　嗣浩

小林　桃苑 小林　富静 小林　優子 小林　遊水 小林　由佳 小林　陽華

小林　蘭香 小林　蘭芳 小林　麗水 小檜山　彩良 駒井　高樹 駒瀬　公堂

小松　光洞 小松　匠華 小松　佑宜子 小松澤　鈴峰 小宮　一平 小宮　紅星

小宮　珠翠 小宮山　英翔 小宮山　潔子 小無田　愛野 古村　紫英 小村　芳絖

小室　佳子 薦田　煌琳 小森　智子 小谷野　智子 小山　憬翠 小山　桂石

小山　幸泉 小山　栖花 小山　典子 小山　碧邨 小山　美笙 五来　桐月

伊久　裕子 権田　無憂 近藤　明彦 近藤　瑛月 近藤　鶯雅 近藤　花泉

近藤　花朝 近藤　基春 近藤　倖基 近藤　彩月 近藤　周子 近藤　淳月

近藤　星崖 近藤　静志 近藤　奏凛 近藤　椿園 近藤　桃苑 近藤　知代

近藤　晄彦 近藤　悠湖 近藤　麗華 近藤　麗華 近藤　玲翠 今野　恵峰

紺野　瑞香 才川　一子 斉木　葉楓 齋藤　育実 斎藤　華駿 齊藤　玉岑

斉藤　研雨 斎藤　幸雲 斉藤　光華 斉藤　黄峰 齋藤　紫香 斉藤　珠雪

齊藤　淳子 齋藤　春陽 斎藤　祥華 齋藤　翠美 齋藤　靜暎 斎藤　草月

斎藤　ひとみ 斎藤　富美 斎藤　舞花 齊藤　蓉雪 斉藤　龍昇 斉藤　柳堤

早乙女　墨光 坂　恵翠 酒井　花徑 酒井　ᱹ道 酒井　桂香 酒井　光華

酒井　彩苑 坂井　翠坡 坂井　栖山 酒井　蒼水 酒井　忍冬 酒井　峰月

酒井　美智 酒井　裕子 坂井　夕莉 阪木　星蕭 榊原　俊碩 榊原　万衣

坂口　節苑 坂口　大軒 坂倉　慶風 坂下　敦子 坂下　幸波 坂下　翠郷

阪田　華香 坂田　花穂 坂西　由衣 阪根　美煌 坂野　爽華 坂本　愛邨

坂本　錦映 坂本　啓太 坂本　香山 坂本　幸峰 坂本　壽蓉 坂本　静芳

坂元　柏香 坂本　豊苑 酒本　鳳沇 坂本　涼風 﨑田　春雪 崎浜　美紗希

﨑山　芳葉 佐口　翠淳 佐久間　萩玉 佐久間　修芳 櫻井　孝仙 櫻井　祥泉

櫻井　早霞 櫻井　好江 櫻川　麗光 櫻木　三歩 桜田　瑞香 櫻田　真彩



櫻場　忠卿 峪口　紅霞 佐々木　英子 笹木　桜雪 佐々木　京甫 佐々木　玉葉

佐々木　香桃 佐々木　志香 佐々木　秀薫 佐々木　笙扇 佐々木　清泉 佐々木　太道

佐々木　東玉 佐々木　遥香 佐々木　もなみ 笹部　微風 佐嶌　永芳 佐田　雅子

定金　明泉 佐武　純子 佐竹　夏実 佐藤　英 佐藤　有沙 佐藤　英舟

佐藤　華夕 佐藤　恵園 佐藤　恵子 佐藤　香舟 佐藤　江陽 佐藤　彩柳

佐藤　三雨 佐藤　思静 佐藤　珠苑 佐藤　潤泉 佐藤　祥苑 佐藤　祥月

佐藤　眞華 佐藤　深峰 佐藤　翠峰 佐藤　清苑 佐藤　大樹 佐藤　孝子

佐藤　桃香 佐藤　寿幸 佐藤　美風 佐藤　博美 佐藤　冨士夫 佐藤　芳泉

佐藤　真由美 佐藤　未悠 佐藤　守彦 佐藤　遊雲 佐藤　洋子 佐藤　貴克

佐藤　龍山 佐藤　麗花 里中　青華 里中　美華 佐鳥　光浩 佐土原　恵心

真尾　綾子 眞田　錦水 眞田　星鳥 佐野　華月 佐野　恵水 佐野　甲華

佐野　三千穂 佐野　由季菜 佐橋　爽翠 鮫島　南᥀ 猿田　紫陽 澤　娥舟

澤　琴舟 澤井　馨泉 澤田　恵風 沢田　星耀 澤田　優子 沢村　浩正

澤本　穂月 三宮　良真 椎橋　和枝 塩井　廉華 塩入　春園 塩入　有子

塩澤　涛花 塩澤　梨雪 塩田　華梢 塩田　桂華 塩谷　瑠奈 塩野　玄風

塩野　治子 志賀　真容 志賀　智慧 重田　江彩 宍戸　信暢 獅子内　花瑠

設楽　茂子 設楽　明峰 七座　紫香 品川　寿芳 科野　至風 篠崎　春爽

篠﨑　友香理 篠田　桂月 篠田　蒼純 篠原　秋陽 篠原　慎子 篠原　梨花

柴　鳳章 柴崎　翠篁 柴田　玉鮮 柴田　香琳 柴田　紗希 柴田　濤山

柴田　香 柴田　芳水 芝田　光希 柴山　悦子 澁谷　香仙 澁谷　美黎

澁谷　吟州 渋谷　春意 澁谷　祐輔 島　彩苑 島　彩扇 島河　悠梨

島倉　啓一 島田　紀水 島田　恵子 嶋田　紅苑 島田　香蓮 島田　綵風

島田　紫炊 嶋田　松静 嶋田　松瑤 島田　聖翠 島田　弘子 島田　楓林

嶋田　芳雲 嶋田　樸心 島田　美智子 島貫　峰僲 島野　游華 島村　祥扇

嶋村　和華 清水　玉妍 清水　香鳳 清水　青翠 清水　澄風 清水　比呂子

清水　雪乃 清水　凌勢 清水　嶺花 清水　嶺鵬 志村　氿璘 志村　青湖

志村　達子 志村　真帆子 下川　瀬里 下地　彩舟 下田　貴鶴 下平　貢石

下間　青琴 下間　明燈 下出　香蓮 下平　珠里 下村　真歌 下村　友樹

下村　美紀子 周藤　文界 邵乃翔 庄司　温 庄司　朴山 菖蒲　ほの香

白井　孝心 白井　秀芳 白井　春月 白井　凌軒 白石　溪水 白岩　松篁

白神　司鵬 白坂　朱花 白野　華泉 志連　桂粋 城井　昭憲 城谷　隆昌

新垣　鳳梢 新宮　緑園 新蔵　華仙 新里　和泉 秦泉寺　美智 仁多　玲風

新宅　清花 新立　彩晃 神藤　良堂 榛葉　恵翠 新濵　啓歩 新福　稲光

新村　舟遊 新名　蒼雪 末國　悠 陶國　陽玉 末田　墨道 末冨　楠風

末永　美芳 陶久　房泉 末吉　白韻 菅　楊 菅野　芝翠 菅野　清雅

簀河原　由朗 菅谷　窓月 菅原　龍圓 杉　玲菜 杉　玲峰 杉浦　綾歩

杉下　瑤波 杉田　桂翠 杉田　照陽 杉田　蘭水 杉橋　多惠子 杉原　佳園

杉原　遥 杉原　美風 杉原　瑶苑 杉本　馨月 杉本　恵香 杉本　香苑

杉本　絖華 杉本　翠仙 杉本　敏翠 杉本　牧泉 杉本　鷺泉 杉本　和翠

杉山　貴水 杉山　輝風 杉山　香雨 杉山　香川 杉山　千鶴子 杉山　瞳

杉山　瑤華 祐川　篁山 管田　志乃芙 須﨑　奎 寿崎　恵珠 諏崎　節

筋野　由翠 鈴木　愛累 鈴木　麻美 鈴木　彩 鈴木　彩伽 鈴木　葵峰

鈴木　杏静 鈴木　玉瑛 鈴木　桂華 鈴木　光暁 鈴木　湖舟 鈴木　紫園

鈴木　紫泉 鈴木　壽芳 鈴木　春蘭 鈴木　小雲 鈴木　翠峰 鈴木　正華

鈴木　萋蹊 鈴木　積舟 鈴木　智尋 鈴木　東鳳 鈴木　桃麗 鈴木　知治

鈴木　白峰 鈴木　福一 鈴木　芳柳 鈴木　誠人 鈴木　正之 鈴木　真未

鈴木　眞由子 鈴木　美奈 鈴木　萌日 鈴木　侑花 鈴木　瑤樹 鈴木　和華

須田　巧學 須田　梅舟 須藤　珠翠 須藤　靖盦 須藤　隆史 須藤　南崔

砂田　松元 簾内　幸子 須見　千明 墨田　睦水 住中　良行 住家　緑霞

須本　紫翠 陶山　香柳 諏訪　心聲 諏訪　美和 清野　華泉 瀬川　君子

瀬川　貞子 関　秀扇 關　徳哉 関　詔夫 関　みえと 関　緑風

関井　久鳳 関口　紫香 関口　瑞扇 関根　澄月 関根　里華 関谷　蒼玄

關山　光堂 瀬下　繭舟 世田　柏葉 瀬戸　一徳 銭谷　麗泉 妹尾　敏子

瀬尾　宗義 世良　幸穂 芹澤　燁山 千田　清陽 仙田　美菖 千田　悠貴

千田　麗曄 仙波　紫水 副島　隆晟 添田　桐華 曽我　尭斟 曽我　真希

曽我　蘭昌 十河　聖園 園尾　恵風 園田　雲驤 園田　祐太朗 祖父江　虹燕



祖父江　菖苑 染谷　圭苑 染谷　松苑 大海　桂扇 大條　彩 大條　裕一

袋楽　齋凛 多賀　春陽 高井　翔雲 髙井　豊友 髙尾　春華 髙岡　裕美

髙尾野　桂翠 鷹谷　聡心 髙木　康祐 高木　朱星 髙木　梢光 髙木　祥楓

髙木　久雄 髙木　尚代 高木　雅子 髙木　優 高久　紘華 髙草木　惠雨

髙澤　史峰 髙澤　知泉 髙澤　芳枝 高島　千翠 髙城　優節 高須　碧流

高杉　竹秀 髙瀬　秀苑 高田　求華 髙田　久瑠実 髙田　恵玉 髙田　光倫

高田　寿径 高田　霽楓 髙田　芳園 髙田　和邱 髙戸　露光 高根澤　深幸

高野　艸苑 高野　秀樹 鷹野　瑞穂 髙萩　ᤶ蘭 髙橋　彩香 高橋　岳堂

髙橋　香代子 髙橋　穹壑 高橋　恵風 高橋　香霞 高橋　弘穂 髙橋　紅葩

髙橋　春芳 髙橋　春峰 髙橋　青祥 髙橋　清泉 髙橋　雪樹 高橋　素光

髙橋　苔泉 髙　丹楓 髙橋　徹 髙橋　芳玉 髙橋　明光 髙橋　幽斎

髙橋　祐齋 高橋　友理 高林　靖子 高平　光紗 高嶺　善伸 髙宮　盛剣

高宮　美月 髙森　良鴦 髙屋　游雅 髙柳　浩美 高山　章夏 髙山　千知

髙山　万紫 髙山　友甫 高良　恵酬 髙良　香翠 田河　彩里 瀧　浩輔

瀧　芳泉 瀧上　花音 滝川　明翠 滝口　松葉 滝口　俊子 滝口　幸栄

滝澤　季月 滝沢　祥玉 瀧澤　真翠 滝沢　和加奈 瀧野　龍州 滝本　昌史

滝本　柳烟 田口　江邨 田口　路子 田口　優果 田口　揚星 武　彩華

武井　彩華 武井　秀幸 武内　霞香 武内　玉蓉 竹内　紅煌 竹内　小梅

竹内　聡美 竹内　琇香 竹内　翠紗 竹内　水涛 竹内　不染 武川　始華

竹熊　堯濤 竹澤　博暢 武士　碧風 竹下　政子 竹下　素子 武島　翠雨

竹添　絹 竹田　瑛香 竹田　月花 武田　紫翠 武田　朱橋 竹田　怱華

竹田　百々江 武田　藍州 竹中　彩 竹中　九樺 竹中　美鳳 武中　蘭汀

武南　春芳 竹野　珠鶴 竹之下　香悦 竹原　彩霞 武山　沙織 竹脇　玲子

田幸　智峰 田島　佳翠 田嶋　秀菜 田尻　美玲 田代　仙華 田代　瑞樹

多田　菁華 只野　藻景 舘　由津 立花　華陽 立花　香華 立花　竹秋

立元　清華 辰巳　玖耀 巽　紫龍 巽　泰水 巽　千静 伊達　潮虹

立石　紅月 立石　充堂 立柗　東泉 田中　厚香 田中　郁子 田中　叡峰

田中　鶴遠 田中　華慧 田中　和子 田中　華鳳 田中　久華 田中　杏花

田中　玉扇 田中　琴泉 田中　煌雪 田中　彩園 田中　史華 田中　秀佳

田中　萩華 田中　朱鳳 田中　春華 田中　史瑶 田中　穂暉 田中　雪華

田中　千椛 田中　仙崖 田中　大璋 田中　大輔 田中　多加代 田中　汀月

田中　直子 田中　白扇 田中　美鶴 田中　美泉 田中　美葉 田中　碧心

田中　雅美 田中　美知子 田中　結花 田中　由紀子 棚田　凌花 田邉　悦子

田邊　溪祥 田辺　光邨 谷　順子 谷　俊子 渓　昌之 谷　美紀

谷内　花聲 谷内　青蒼 谷内　良梢 谷川　憬笙 谷口　雅苑 谷口　恵香

谷口　秋華 谷口　青蓮 谷口　翠雲 谷野　華翠 種市　邑翔 田上　紫龍

田畑　皓華 多林　紅園 田原　愛子 田原　秀水 田原　翠草 田原　綾藍

田渕　珱雲 田渕　玉扇 田渕　梅光 玉木　旭露 玉木　之香 玉田　神龍

玉光　雅翆 田丸　喜美 田村　學 田村　杏峰 田村　好園 田村　孔泉

田村　真佳 田村　春奈 田村　芳汀 田村　美加 田村　游古 田村　玲邨

為村　茜象 樽本　祥丘 丹治　克博 丹野　観泉 知久　證道 千葉　香保留

千葉　胤尭 千葉　史裕 千葉　正恵 茶屋　絢華 千代　真希江 長　柏鳳

趙　廉杰 長　露彩 千代田　圭苳 陳　華碩 珎道　千汀 塚越　慶山

束田　和子 塚田　香蘭 塚田　未世 塚原　加保 塚原　真玉 塚本　美峰

塚本　碧宇 塚本　美津子 月折　翠龍 佃　江眺 都久山　麗芳 辻　春蘭

辻　裕華 辻井　青穂 辻山　薫園 津田　穹林 津田　敏舟 土田　純香

土田　待風 土田　游心 土室　桃華 土屋　貴香 土屋　輝峰 土屋　桂峰

土谷　見洞 土屋　清妍 土屋　美幸 土屋　美麗 筒江　白露 堤　美倖

綱木　青陵 角岡　茜玉 椿井　京子 坪田　裕美 坪矢　後牛 津守　大峰

鶴見　香翠 鶴見　秀翠 鶴見　珀翆 出口　᤺邱 寺井　吟香 寺門　紫芳

寺口　陵南 寺下　明日佳 寺嶋　夢実 寺田　凰琳 寺田　華仙 寺田　京藝

寺田　清妍 寺田　美染 寺林　蓮香 寺部　康穂 寺村　香琳 寺本　栄子

照井　青流 出脇　馨雲 土井　一ᶖ 土井　雲峯 土井　永華 土居　恵扇

土居　千種 土井　和翔 藤　教子 藤後　恵翠 東條　弘葉 東瀬　青綬

當間　晴美 當眞　葉啓 當銘　洲道 戸枝　紘子 遠井　彩舟 遠矢　虚圓

遠山　陽江 冨樫　正義 外川　幸嶺 戸川　明光 常田　新葉 徳田　寿裕



徳田　蒼春 徳永　美虹 徳原　希鳳 德山　清奈 所　利則 戸﨑　華泉

戸嶋　踏月 戸田　香風 戸田　緑風 利根川　翠空 殿塚　蒼竹 鳥羽　溪舟

鳥羽　夏未 飛田　白夷 戸平　軍義 富田　静子 富田　青鳳 富田　裕基

冨田　碧瀾 富髙　五童 富永　春花 富永　美樹 富野　香宝里 冨野　芳苑

富松　美峰 友枝　游子 友田　千帆 友常　蘭香 戸本　好美 友野　優深

友松　祥雨 豊釜　麗春 豊島　香苑 豊田　尚月 豊田　真苑 豊田　三穂子

豊村　桃崖 虎岩　芳秀 鳥居　彩雨 鳥居　清景 鳥越　春泉 鳥谷　珠水

鳥山　静蓮 内藤　恵子 内藤　彩華 内藤　朝薫 内藤　柏葉 内藤　嘉偉

直井　和子 直井　深翠 中　紅雨 中　千秀 仲　光子 中井　雲履

中井　櫻咲 長井　雅州 永井　香霞 永井　江堂 永井　蒼雲 永井　蒼風

永井　嶺月 長池　遙岑 仲井真　紫紅 中浦　研玉 中江　抱花 長江　毬華

中尾　翠舟 中尾　水麗 中尾　清灯 中尾　真樹 長尾　睦 中尾　柚香

永岡　優華 中川　佳堂 中川　紅花 中川　香扇 中川　翠光 中川　翠山

中川　晴州 中川　勇人 中川　芳雪 中川　鳳雪 中川　悠聲 中川　和風

長岐　芳苑 中口　景花 中口　江春 中口　扇玲 中込　玉潤 仲里　由奈

中澤　華扇 長澤　恵舟 長澤　美峰 仲澤　姚園 中沢　嶺花 中司　露風

中嶋　桜泉 長嶋　紀湖 仲島　江世 中島　恵翠 中島　景水 中島　紅舟

中島　志光 長島　静男 中島　朱扇 中島　章舟 中島　静鈴 中島　茜英

永島　蒼太 中島　千里 長島　天意 中嶋　美由喜 中島　由美子 中島　莉那

中社　幽泉 永関　梨子 中田　朱音 中田　桜文 中田　桂翠 中田　皓花

中田　光佑 永田　秀翠 永田　桃林 中谷　彩 中谷　香葩 中玉利　鈴華

長塚　杏苑 中塚　恵月 中辻　いく子 長通　玉朋 長友　鶴苑 中西　小百合

中西　紫晄 長沼　煌舟 中野　章与 長野　綾音 中野　海堂 長野　華翠

中野　香華 中野　寿泉 中埜　咲月 中野　泉眸 中野　爽蘭 長野　貴子

長野　天曉 中野　蘭雪 中野　緑香 長浜　瑞凰 長濱　蕪心 中原　真澄

中前　花秀 中丸　優香 長嶺　肇雲 中村　雅雲 中村　杏葩 中村　玉蘭

中村　惠心 中村　篝花 中村　珠湶 中村　峻秀 中村　春桃 中村　松山

中村　祥瑟 中村　正泉 中村　真寿 中村　翠葉 中村　清婉 中村　智恵子

仲村　竹峯 中村　澄静 中村　天奎 中村　桃花 中村　万華 中村　眸

中村　洋 中村　真衣 中村　真智 中村　未来 中村　美乃莉 中村　康

中村　踊瑛 中村　蓉華 中村　容子 中村　芳子 仲本　彩香 長屋　純子

中谷　登代子 中谷　耀竹 中山　櫻徑 中山　見瑞 中山　康峰 中山　志峰

中山　春翠 仲山　翠苑 中山　媛郁 中山　祐美 中山　依子 中山　六花

中吉　彩苑 凪　邦翠 南雲　鷺草 納所　佳泉 名渡山　楊舟 名取　恵子

鍋島　晃峰 鍋田　珠子 並木　桃果 名山　紅雨 奈良　京華 奈良原　芳亭

成田　青稲 成瀬　春郊 成瀬　真春 成瀬　千尋 名和　髙蕾 南條　瑶泉

新國　晁洸 二上　利峰 仁木　理香子 西　映里奈 西尾　栄耿 西尾　暉雲

西尾　和琴 西岡　禾翔 西岡　清周 西岡　白峰 西岡　白蘭 西岡　柚華

西垣　南水 西垣　美茜 西方　勇玹 西川　愛美 西川　佳朝 西川　慶宣

西川　彩華 西川　樹顛 西川　珀蓮 西川　芦雪 西口　佳香 西澤　孝扇

西澤　晴香 西杉　庚風 西田　光月 西田　獅玄 西田　美翔 西田　芳水

西田　美幸 西谷　風聲 西野　紅悦 西野　朱雲 西野　泰子 西原　雅泉

西原　彩華 西原　好則 西村　綺萌 西村　果仙 西村　暁村 西村　琴箏

西村　慧園 西村　紅葉 西村　志川 西村　祥雲 西村　松涛 西村　南嶺

西村　柏葉 西村　蘭月 西本　隆樹 西山　青蓮 西山　百華 西脇　瑠璃子

似鳥　楓邑 新田　映松 新田　彩華 新田　芳舟 二宮　奏烟 二宮　白蓉

温井　香雪 布下　真静 沼尻　草苑 沼田　智翔 沼田　陽華 沼本　之謙

根岸　白陽 根岸　豊苑 根津　恵華 根津　墨游 根本　昌香 根本　素凰

根本　毬乃 野上　順節 野上　由美 野口　希石 野口　節風 野口　千蓉

野口　八重子 野崎　錦玉 野﨑　艸風 野崎　友里 野澤　智秀 野島　恵子

野尻　溪水 野田　佳秀 野田　元岳 野田　春華 野田　祥悠 野田　琮園

野田　草堂 野田　無極 能谷　友子 野地　心響 野津　秀園 野中　紀代

野並　静芳 野々口　宗稔 野々村　紫芳 野々村　白嶺 信川　静凌 昇　彩園

野村　玉泉 野村　翠啓 野本　華舟 野本　恵翆 埜本　枝萌 野本　春苑

野元　宗由 則包　楓花 則行　霄苑 袴塚　蘭舟 萩原　澄水 萩原　孝光

朴　世倫 橋口　春翠 橋口　麗泉 橋爪　秋鳳 橋爪　佳子 橋本　育代



橋本　海雪 橋本　華水 橋本　輝風 橋本　志茂 橋本　晶燿 橋本　翠雲

橋本　翠玉 橋本　善行 橋本　東玖 橋本　徳峰 橋本　美雲 橋本　比世

長谷川　桂園 長谷川　惠子 長谷川　韶華 長谷川　翠玉 長谷川　瑞風 長谷川　清風

長谷川　千雪 長谷川　素舟 長谷川　千代 長谷川　暢宇 長谷川　真美 長谷川　裕見

長谷川　緑光 長谷部　暢山 畑山　久美子 畠山　慈浄 畠山　泥華 畑佐　順子

畠中　好子 畑中　玲潤 畑野　翠溪 畠山　花鮮 八田　暢仙 服部　愛

初野　清華 花岡　恵舟 花島　翠曄 花田　紫紅 花田　梅涯 花山　梨華

羽成　櫻華 羽石　優美 馬場　喜瑞 馬場　采葉 馬場　貞涛 馬場　美玉

馬場　芳江 馬場　鷺雪 濱　穂舟 濱川　栄山 浜口　桂山 浜口　千絵

濵﨑　菊柳 濵﨑　昭翆 浜崎　真芳 濵田　春峰 浜田　竹川 濱田　美舟

濱田　芳竹 濵田　弥生 濱田　遊月 濱田　祐子 浜野　春ᥳ 濱野　清遠

濵邊　江石 浜元　沙鷗 濵屋　大樹 早川　營雪 早川　心泉 早川　美雪

早川　桂央 早坂　壱陽 早坂　善久 林　花舟 林　和輝 林　佳泉

林　恭子 林　建一 林　重仁 林　真璃 林　萃香 林　翠洲

林　翠風 林　翠嶺 林　雪葉 林　桐月 林　久予 林　幽石

林　由美 林　洋三 林　理香 林﨑　思邦 林田　渓邨 林田　江蘭

林田　千綜 早瀬　伊都 原　香緒里 原　渓泉 原　将玄 原　白悠

原　美江 原田　恵翆 原田　光風 原田　彩華 原田　春琴 原田　春佳

原田　晶山 原田　邦秀 原田　萌陽 原田　充 原田　露光 春名　春麗

伴　心義 坂　直澄 半田　紅舟 半田　照泉 板東　亜美 坂東　加奈子

伴野　希洋 日置　玉濤 檜垣　秀鳳 東　千鶴 東　天麗 東井上　翔華

東瀬戸　遥香 東瀬戸　日菜子 樋川　美智子 疋田　和歌 引間　京華 樋口　春蘭

彦坂　真楓 彦坂　翆花 久木　郁代 久本　᪁水 久行　雅子 肘井　碧峰

菱田　誠 日高　紫香 日高　真弓 日高　米利 日詰　美祥 尾藤　吟花

人部　京翠 日内地　芳翠 日永　澄鴻 日野　緑 日比野　秀花 姫野　千節

兵頭　華雨 兵頭　靜佳 兵頭　白桂 平井　浩美 平尾　滴峰 平岡　美好

平賀　杏子 平川　澄江 平川　知子 平木　沙京 平澤　秀坡 平田　華陽

平田　恵芳 平田　清琳 平田　真砂子 平塚　秋月 平中　舟華 平野　永風

平野　紅園 平野　笙陽 平野　蒼暉 平野　都美子 平野　弥里 平野　遊古

平野　祐泉 平林　尚子 平原　佑季子 平松　大涼 平松　千尚 平本　真理子

平山　紅玉 平山　草華 鰭嵜　真純 廣岡　花梢 広崎　叡泉 廣瀬　茂子

廣瀬　天翔 廣田　和雄 広野　草葉 野　陽風 広橋　香住 弘光　肱堂

深井　睦遊 深川　秀鳳 深澤　廣敬 深田　恵翔 深津　陽雪 深堀　陽泉

吹野　松麗 福井　佳城 福井　紫泉 福井　秀泉 福江　柏葉 福岡　玉粧

福里　誠也 譜久里　南翠 福重　小華 福島　圭郷 福嶋　汀香 福島　幸子

福添　京楓 福田　高苑 福田　江園 福田　智江 福西　象山 福原　輝峰

福原　翠波 福丸　加倫 福見　碩葉 福本　佳風 福本　清凜 藤井　愛

藤井　子凰 藤井　秀堂 藤井　樹理 藤井　菖園 藤井　昌璘 藤井　南蕉

藤井　章江 藤井　洋光 藤井　美和子 藤岡　契子 藤嵜　嵓山 藤嵜　輝水

藤咲　香花 藤下　華翔 藤代　蓮月 藤田　医峰 藤田　恵鳳 藤田　昂久

藤田　江楓 藤田　紫光 藤田　紫香 藤田　松坡 藤田　慎堂 藤田　美鈴

藤田　麗花 藤高　玉葉 藤高　霧島 藤塚　玉荷 藤浪　彩香 藤野　春竹

藤林　あや 藤原　理 伏見　頂松 藤本　雁雪 富士元　康節 藤本　江陽

藤本　紫香 藤本　真流 藤本　翠石 藤本　淡雪 藤森　由美 藤原　桂雲

藤原　慧霞 藤原　慧香 藤原　鴻花 藤原　小雪 藤原　千寉 藤原　聡之

藤原　光代 布施　辰徳 二木　廣山 二村　玉梢 渕上　貴水 船越　祥星

船山　常松 舟山　みさ子 古家　穂園 古川　和子 古川　果歩 古川　春波

古川　仁堂 古堅　南里 古﨑　美香 古舘　麗泉 古谷　貴濤 古谷　光紗

古谷　静江 古野　浄雲 古橋　聡春 ペトコフ　嘉林 紅谷　白雲 逸見　萩香

逸見　青蛙 黄　文琪 鳳京　福子 法島　苳舟 穗ᶔ　秀鶴 穂苅　立庵

保坂　光塩 保崎　一心 星　香雲 星　游沖 星　義明 星合　千翠

星野　華逕 星野　煌心 星野　直永 干場　光祥 細川　早苗 細越　信山

細田　節子 細谷　天山 細野　晴鈴 甫田　裕紅 堀田　香里 穂積　青潭

保母　香代子 洞　英翠 洞毛　靄真 堀　秀錬 堀　瑤翠 堀井　紫帆

堀井　翆月 堀内　茜 堀内　純淑 堀江　佳代 堀江　祐香 堀川　浩司

堀口　桃舟 本多　萩扇 本田　舟扇 本田　知楓 本坊　芳香 本間　雅鳳



本間　紫霄 前井　澄月 前沖　里奈 前川　徹子 前田　悦子 前田　華園

前田　恭雲 前田　香華 前多　紅紫 前田　香葉 前田　紫風 前田　珠里

前田　青鸞 前田　文子 前田　増美 前田　幸枝 前田　瑤春 前野　秋豊

真壁　翠香 真木　香風 牧　秀遊 卷島　清麗 牧田　誠花 蒔田　由紀子

牧野　霞綃 牧野　秋陽 牧野　桃泉 正戸　藍香 正橋　悠芳 増山　水豊

増田　恵風 増田　恵鳳 増田　翠香 ᥰ田　青ᤵ 増田　千尋 増田　美舟

増田　正代 増永　蒼星 増間　五峰 益山　虹華 又吉　澄月 町井　緑香

町田　瑛 町田　菁華 町田　朝光 町野　蘚萠 松井　玉峰 松井　鵠翔

松井　浪瑛 松浦　耕雪 松浦　寿扇 松浦　梢風 松浦　翠燕 松浦　宏美

松浦　舞美 松尾　喜翠 松尾　香鈴 松尾　滋厚 松尾　翠風 松尾　白眉

松尾　明苑 松尾　洋子 松岡　瓊玉 松岡　正峰 松岡　広子 松岡　蘭毫

松垣　窻麗 松下　美仙 松下　明希 松島　美翠 松田　寉苑 松田　啓扇

松田　源一 松田　虹舟 松田　司峰 松田　翠山 松田　白莎 松田　真由美

松田　裕子 松谷　梅泉 松永　華舟 松永　枝翆 松永　眞婉 松並　希寿

松並　翠風 松根　光洋 松延　彩水 松巾　かおり 松村　錦舟 松村　祥山

松村　翔風 松村　南峰 松村　萌華 松村　藍花 松本　華苑 松本　恵翠

松本　顕要 松本　紅華 松本　高峯 松本　幸鳳 松本　沙織 松本　芝真

松本　祥鶴 松本　清苑 松本　青華 松本　聖香 松本　清秀 松本　清怜

松本　雪邑 松本　雙邱 松本　桃苑 松本　童如 松本　敏靖 松本　美凰

松本　敏翠 松本　未央 松本　視世 松本　明碩 松元　泰子 松本　蘭仙

松本　龍岑 松本　和琴 松山　蕙佳 松山　祥蕙 松山　聖翠 松山　李桂

的野　旭流 眞部　清琴 真鍋　妙子 真野　香華 間宮　姫香 丸田　咲華

丸橋　柚月 丸山　紫泉 丸山　青紗 丸山　千霄 丸山　董仙 丸山　隆帆

三浦　恵穂 三浦　香苑 三浦　慈峰 三浦　秀扇 三浦　朱瑤 三浦　泰山

三上　茂子 三上　誠壱 三河　千佳 三木　基玉 三木　喜美子 三木　湖舟

三木　白燕 三坂　旭蘭 三澤　典子 水落　泉美 水上　佳雪 水木　寿楽

水口　則子 水島　星雨 水島　蓉子 水田　貴象 水田　杏佳 水谷　玉泉

水谷　晴晃 水成　華蓮 水野　修 水野　経霜 水野　愁霞 水野　白映

水野　有楓 水野　蘭令 水吉　観香 水吉　福子 見世　亜水 溝口　桂翠

溝口　彩風 溝口　渺然 御園生　佳奈 溝畑　恵美子 三田　菜象 三谷　真緒

道下　光蘭 道下　美翠 道尻　美嶂 三井　沙羅 三井　紫霞 三井　葉子

光瀬　松ᲂ 満田　珪光 三橋　千恵 三堀　鈴泉 三津間　梅枝 水戸部　順子

皆川　泰輝 湊　蒼玄 南　華秀 南　圭璋 南　千峰 三根　千祥

峯松　畦雪 峰松　洋光 峯村　利煜 箕輪　和恵 御幡　紅雲 三原　麗幸

三村　祥苑 三村　碧汀 見村　麗月 宮内　清泉 宮内　伸子 宮尾　清峰

宮尾　美詠 宮川　溪泉 宮城　盈月 宮木　浩行 宮岸　玉扇 三宅　芳春

宮越　如馨 宮坂　麦子 宮崎　華峰 宮﨑　煌苑 宮﨑　美楓 宮崎　碧翠

宮澤　溪翠 宮下　晨梓 宮嶋　秀爽 宮代　薫姫 宮園　清萃 宮田　玉春

宮田　桃子 宮地　里穰 宮永　祥見 宮永　智美 宮畑　義秀 宮林　春峰

宮原　佑果 宮平　美優 宮前　清蘭 宮本　恵里花 宮本　華逕 宮本　花愁

宮本　桂秀 宮本　恵綏 宮本　巧智 宮本　香洋 宮本　聖香 宮本　直子

宮本　直美 宮本　らら 宮脇　永光 明翫　紀華 三好　華月 三好　奈那

三好　麗華 三輪　掬泉 向井　珠星 向井　祥眞 迎　霽月 椋　峰月

武藤　佳秀 武藤　高城 武藤　朱雀 村尾　聡峰 村尾　蘭英 村上　章

村上　幾子 村上　悦子 村上　花慧 村上　姫翠 村上　杏丘 村上　慶峰

村上　壽香 村上　青山 村上　陽向 村上　三恵子 村嶋　花徑 村田　幸一

村田　松風 村田　青邨 村田　爽翠 村田　知晏 村奈　陽子 村松　春泉

村松　靖子 村松　洋子 村山　霽月 村山　霜紅 村山　豊優 村山　麗恵

室井　祥苑 室岡　賀玉 室岡　草和 室賀　芳艶 室野　秀晃 明福　凌佳

目片　杏佳 毛受　煌苑 毛利　海洞 毛利　明暁 望月　亜美 望月　暁苑

望月　鐘峯 望月　雅子 望月　泉生 望月　祐子 望野　秀鳳 元木　大祥

本園　昇旭 本村　玲鶴 本吉　紅影 本吉　煌華 樅木　優雪 森　晶子

森　慶翔 森　幸園 森　佐登美 森　朱嶺 森　春景 森　春紗

森　春流 森　翠葉 森　蒼燕 森　照子 森　白瞱 森　真由美

森井　杏華 守江　摂子 森岡　陽光 森木　渓芳 森崎　愛芳 森重　清黒

森下　柚美 森島　美光 森園　かおり 森田　章子 森田　佳世子 森田　恵子



森田　桂仙 森中　初花 森永　彩愁 森本　葵山 森本　彩遠 森本　翠苑

森元　峰麗 森本　游真 守屋　紅汐 森屋　千佳 盛山　南軒 森山　梅園

森山　葉舟 森脇　柳峰 門前　穂景 門前　芳竹 門間　晴子 谷貝　白涛

八木　飛鳥 八木　恵染 八木　碧蘭 柳沼　晴光 八木橋　希川 矢口　一道

矢後　春園 八島　花潭 八島　眞理 八代　千華 安　精石 安居　栄蔵

安井　彩花 安居　秀華 保川　明美 安川　柏翠 安川　露華 安田　岳秀

安田　清子 安田　彩霞 安田　瞳 安武　寛雪 安松　典子 保村　碧泉

安本　岳泉 矢谷　和子 谷内　佳石 谷内田　乙翠 八塚　雅峰 谷戸　悠水

栁井　怜子 柳川　祥峯 柳川　盛月 柳川　青道 柳川　苗穂 柳澤　孝子

柳田　志華 梁田　冴美子 矢野　蓬春 矢作　麗川 八幡　芽衣 薮井　紫蓮

矢部　佳子 矢部　俊瑤 山内　花煌 山内　理惠 山浦　柚美 山家　花雲

山賀　宏峰 山川　晶子 山川　萩蓮 山川　桐葉 山岸　杏凡 山岸　圭葩

山岸　翆龍 山岸　翠蓼 山岸　信彦 山岸　淑二 山口　華岳 山口　紅鶴

山口　幸琴 山口　柊華 山口　珠鴇 山口　正翁 山口　清袖 山口　蒼玉

山口　碧貴 山口　千恵 山口　竹童 山口　美圓 山口　美泉 山口　鳳洲

山口　芳節 山口　瑠渓 山崎　映泉 山崎　佳代子 山﨑　谿峰 山﨑　光香

山前　劫楽 山﨑　紫扇 山﨑　子鳳 山崎　昇龍 山㟢　心瑞 山崎　翠雲

山崎　盛新 山崎　妙子 山﨑　安恵 山﨑　葉光 山﨑　琉凪 山﨑　玲篁

山下　香鶴 山下　秋桜 山下　翔仙 山下　美鳳 山下　夕月 山下　緑泉

山科　桂月 山城　琴扇 山城　静巧 山田　楓斗 山田　華苑 山田　華生

山田　華穂 山田　晞琇 山田　暁月 山田　恭風 山田　希龍 山田　桂雲

山田　恵窠 山田　佳舟 山田　幸園 山田　香遥 山田　紅蕾 山田　紫香

山田　晴光 山田　美煌 山田　美麗 山田　宏美 山田　鳳蘭 山田　美砂子

山田　龍仙 山田　緑水 大和　扇秋 山中　恵風 山中　恵風 山中　孔心

山中　春香 山中　翠涛 山中　清超 山中　千聡 山入端　悠香 山根　晴月

山根　翠 山野井　青蘭 山野邉　朱乃 山吹　光華 山辺　航平 山宮　義朗

山村　曄虎 山本　薫 山本　雅秀 山本　花鳳 山本　玉禾 山本　玉華

山本　邦子 山本　恵翠 山本　恵朋 山本　黄華 山本　紅希 山本　湖上

山本　小谿 山本　照齋 山本　祥仙 山本　翔柳 山本　清蓮 山本　仙岳

山本　千峰 山本　蒼州 山本　爽節 山本　泰泉 山本　桃鶴 山本　菜々子

山本　白虹 山本　羽純 山本　晴子 山本　碧桃 山本　真須美 山本　恭代

山本　幽香 山本　幸義 山本　葉楓 山本　良子 山本　璃香 山本　笠庵

山本　遼扇 山本　緑楓 山森　盛茱 鑓　霽川 八幡　量代 湯浅　清美

湯浅　紅園 湯浅　雅子 油井　謙輝 雪本　方葉 遊佐　美泉 湯澤　宥雅

弓野　晃司 湯本　隼也 由良　良雪 楊　墨牛 横井　康平 横井　静嘉

横井　盛春 横井　千佳 横井　萌玉 横井　陽花 横井　美晃 余合　寿風

横尾　恵園 横尾　暢城 横川　由紀 横島　禮子 横須賀　畦艸 横田　美佳

横田　美穂 横田　萌乃 横山　綾子 横山　菫華 横山　景春 横山　香雨

横山　紫仙 横山　晴泉 横山　韜光 吉井　萌春 吉岡　蒼風 吉岡　陽亭

吉岡　莉奈子 吉川　桜華 吉川　紗智 吉川　幸子 吉川　紫水 吉川　珠翠

吉川　静風 吉川　桃苑 吉川　峰景 芳崎　天音 澤　綾子 吉沢　華舟

吉沢　桃花 吉澤　優清 澤　義則 吉住　花雨 吉田　愛 吉田　淳子

吉田　岳陽 田　倖舟 吉田　香翠 吉田　好葉 吉田　紫光 吉田　愁月

吉田　粧苑 吉田　翠雲 吉田　瑞花 吉田　翠竹 吉田　聖雨 吉田　艸方

吉田　早葉 吉田　隆市 吉田　智恵 吉田　千恵 吉田　奈津子 田　祐樹

吉田　梨南 吉田　莉楓 吉成　葦州 吉成　皎可 吉成　信華 野　香恵

吉野　紅月 吉原　茜雅 吉久　翠華 吉水　麗月 吉牟田　彩華 吉村　母都美

吉本　華遥 吉森　有希 吉原　早都 與世里　秋月 四ツ谷　汀華 四家　広恵

米倉　花光 米澤　めぐみ 米田　花城 米満　堯煌 米村　郁芳 米本　優苑

米山　香風 米山　香蘭 米山　玲袖 寄髙　紅雅 龍谷　美穂 龍寳　白虎

梁　澤華 両祖　美香 六本木　珠真 若麻績　弘道 若槻　賢隆 若林　芳園

若松　翠泉 若松　凌雲 若山　芝春 和喜田　恵洸 鷲野　春翠 早稲田　紘久

和田　春暁 和田　鳳仙 和田　由紀 和田　玲光 渡辺　愛未 渡辺　えり子

渡部　岳峰 渡辺　嘉香 渡辺　義泉 渡邊　紀峯 渡邊　錦泉 渡邉　恵玉

渡邉　蕙草 渡辺　紅水 渡辺　縞仙 渡辺　紫雲 渡辺　滋子 渡邉　珠香

渡辺　朱水 渡辺　守敏 渡部　舜山 渡辺　祥令 渡邉　水香 渡邉　翠仙



渡辺　青鏡 渡辺　清泉 渡邉　青羅 渡辺　蒼水 渡辺　卓弥 渡辺　美舟

渡邊　美洲 渡辺　仁美 渡邊　文子 渡辺　芳湖 渡邊　麻利亜 渡辺　美喜

渡　祐子 綿貫　景雪 渡野邊　由佳 渡利　記代 和地　春潮 和知　百恵

藁谷　実千代

【かな部門】 相澤　熙子 相蘇　眞理枝 会津　紫園 相場　真美 相部　恭子 阿内　沙織

青木　邦子 青木　香遊 青木　町子 青木　洋子 青栁　白蘋 青山　節子

青山　孝 青山　千峯 青山　法舟 赤井　木乃実 赤井　英実 赤尾　裕子

明石　秀英 縣　欣司 赤羽根　知子 赤穂　有宜子 赤真　明舟 秋田　香津美

秋田　秋園 秋野　典子 秋元　聡子 秋本　久子 秋山　絢子 秋山　幹子

秋山　里夏 秋吉　恵美 粟国　玲香 上妻　さよ子 赤穂　惠美 浅井　喜代子

浅井　里佳 朝枝　紫香 浅岡　節子 朝倉　順子 朝倉　冨美 浅圖　幸子

麻田　千鶴子 浅野　蛍雪 浅野　彩苑 浅野　梅香 朝日　幸子 浅見　美里

浅海　光子 芦澤　裕子 芦田　恭子 飛鳥　洋子 小豆澤　琴汀 東　美千代

安積　玲子 麻生　渚 足立　千代子 足立　美舟 安立　真由美 足立　裕美子

穴澤　唯奈 穴見　芳華 阿野　瑤華 阿部　桜葉 阿部　華松 阿部　享子

阿部　清美 阿部　圭古 阿部　弘信 阿部　早織 阿部　志寿子 安部　翠風

阿部　玉枝 安部　美扇 阿部　豊蘭 阿部　真由子 阿部　光子 阿部　八重子

阿部　葉子 天野　秋琴 天野　千重子 余部　はつひ 天谷　美枝子 荒　恭子

新井　愛子 新井　恵子 新井　洋子 新垣　克子 荒木　恵子 荒木　都規子

荒木　美代子 荒木　百合子 荒木　良枝 荒谷　和香 阿頼耶　淳子 有友　万里

有馬　敬太郎 有持　恵美子 有行　紫香 有賀　富枝 粟野　明華 安斉　邦子

安藤　稲子 安藤　香波 安藤　美恵 安藤　泰民 安野　美智代 安部　照子

飯田　静華 飯田　美秀 飯田　道子 飯塚　千恵子 飯塚　優香 飯沼　篤子

飯山　梢江 家入　博徳 五百蔵　真理 五十嵐　朱実 五十嵐　美雪 五十嵐　ももこ

五十嵐　陽子 井口　京香 井口　隆園 伊倉　季子 池内　えり子 池垣　百合子

池上　民子 池田　朱実 池田　加葉 池田　杏泉 池田　千草 池田　宮子

池田　美代子 池田　柳仙 池田　留里子 池津　朋枝 池谷　知香 伊佐岡　廣

伊崎　陽南 井沢　富美子 石井　麻希子 石井　睦子 石井　めぐみ 石井　佳子

石川　枝美子 石川　桜善 石川　菜穂子 石川　直美 石川　美佐子 石川　柚月

石川　礼扇 石黒　香春 石黒　水覺 石崎　裕子 石田　久美子 石田　瑞季

石田　道子 石谷　尚子 石束　竹燁 石堂　郁子 石場　律子 石橋　あざみ

石橋　夏子 石橋　広子 石原　愛子 石原　亜純 石原　房子 石原　眞理子

石丸　紅樹 石丸　八重子 石村　晃子 石本　佳蓉 石渡　禾逅 泉岡　小世

泉　恵泉 和泉　和舟 井関　早百合 井関　美穂 磯貝　延舟 磯ケ谷　洋勝

磯﨑　朝光 磯部　桂芳 磯部　直美 磯部　ユリ子 礒山　玲子 井田　ちえみ

板垣　伸吾 板川　美苑 板倉　圭子 井谷　公美 板野　優華 伊丹　瑠佳

一井　拓人 市川　櫻子 市川　静水 市成　雅順 市野　美惠子 市橋　参紅

市橋　美杜 市原　惠美子 市原　花潤 一森　勝代 泉　美也子 井手　丘美

井出　理英子 井戸　芳苑 伊藤　あつ子 伊藤　アツ子 伊藤　英美 伊藤　華心

伊藤　京子 伊藤　惠子 伊藤　桂舟 伊藤　景峰 伊藤　香蘭 伊藤　澄玲

伊藤　青淡 伊藤　節子 伊藤　宗艸 伊藤　千穂 伊藤　紀子 伊藤　教恵

伊藤　洋子 伊東　真理子 伊藤　真利子 伊藤　毬子 伊藤　都 伊藤　蘭峯

伊藤　和佳子 稲岡　晶世 稲垣　尚代 稲垣　幸子 稲垣　流美子 稲葉　玉穂

稲村　洋春 稲森　政代 乾　敦子 乾　昌子 犬飼　美晴 伊能　和子

井上　歩 井上　和恵 井上　君子 井上　慶子 井上　煌友 井上　早苗

井上　芝雲 井上　珠芳 井上　瑞空 井上　靖舟 井上　素水 井上　孝子

井上　輝好 井上　伸子 井上　信子 井上　はるみ 井上　寿子 井上　文子

井上　美恵 井上　美智枝 井上　光恵 井上　淑子 井上　龍堂 伊原　知恵子

井星　礼子 今井　見舟 今井　智恵子 今井　芙美子 今井　八千代 今井田　聡美

今中　由子 今宮　香央里 今村　明子 今村　以水 今村　冴里 今村　美舟

今村　万沙子 井村　満喜子 井本　紫香 井本　舟香 入井　美智子 入交　珪子

岩井　裕子 岩河　幸恵 岩木　あや 岩城　翠明 岩切　玉桜 岩佐　錦秀

岩﨑　和子 岩﨑　紅涛 岩崎　倫子 岩澤　芳華 岩澤　由子 岩下　克子

岩田　文子 岩田　素子 岩谷　美咲 岩永　朱美 岩花　幸邨 岩原　和枝



岩渕　芳葉 岩堀　春翠 岩本　勝子 岩本　幸子 岩本　萩香 岩本　伯峯

岩本　まり子 岩本　藍 岩本　玲瑚 印藤　俊子 植木　美州 上田　啓子

上田　恵梨香 上田　加代子 上田　絹代 上田　恭子 植田　すみ子 上田　幸

上中　旭潮 上野　厚子 上野　桂華 上野　朱煌 植野　粋玲 上野　千昭

上野　富志 上野　真紀子 上野　まゆみ 上原　和美 上原　香雲 上原　純子

上原　松園 上原　智 上村　英子 上村　千賀代 植村　由美子 魚住　広子

宇佐見　朋子 牛島　桂華 碓井　幾子 臼井　加代子 臼井　友理子 臼田　敦子

宇髙　律子 内　和美 内田　幾香 内田　桂順 内田　武久 内田　徹

内田　真梨 内田　洋子 内野　嘉子 内海　奏雪 内海　眞由子 烏頭尾　南美

宇野　和代 宇野　絹子 宇埜　匡子 姥浦　節子 梅田　彩華 梅田　絹代

梅田　貴子 梅田　礼子 浦上　惠子 浦野　南泉 占部　睦子 宇留賀　烟泉

漆原　民 漆原　藤玉 江頭　テルヨ 江川　美恵子 江口　喜代子 江口　信子

江澤　とし子 越前　咲子 江藤　昭子 江藤　詢泉 衛藤　水浩 江藤　文子

榎並　正子 榎　丹風 江幡　紫苑 恵美　翠蘭 遠田　星光 遠地　るり子

遠藤　ちさ 及川　芦風 尾石　尚美 大石　一子 大石　清子 大泉　由香

大上　沙央理 大上　楓綏 大内　紫香 大内　清華 大賀　洋子 大方　理芳

大木　喜久子 大串　芝邑 大久保　裕美 大久保　槇子 大倉　桂司 大河内　千晴

大社　文子 大崎　郁子 大澤　愛子 大澤　裕春 大鹿　聖舟 大島　秀子

大嶋　恵実 大城　侑加 太田　煇泉 太田　珠穂 太田　春陽 太田　久子

太田　英夫 太田　町枝 大田　澪 大田　幸子 大武　英子 大谷　矩子

大谷　陽子 大塚　恵 大槻　修泉 大槻　純子 大槻　美紀子 大坪　美沙

大西　慈栄 大西　石聲 大西　峰子 大野　紀子 大野　峰雪 大野　律子

大場　希久子 大場　京子 大場　壽子 大橋　華川 大原　佳芳 大原　喜代子

大原　美香 大原　良夫 大平　沙依 大平　貴子 大深　良子 大町　翠扇

大豆生田　恵華 青海　紫光 大村　文子 大村　由美子 大本　寿扇 大森　昭子

大森　敦子 大和田　佳水 岡　幸秀 岡　博美 岡上　祥恵 緒垣　智子

岡崎　好子 小笠原　暁子 岡嶋　知子 岡田　京子 小方　恭平 尾形　久美子

岡田　貞子 岡田　敬子 岡田　友子 岡田　美洲 岡田　美千代 尾形　凛沙

岡野　弥月 岡林　陽子 岡部　明子 岡村　桂林 岡本　佳寿子 岡本　恵桜

岡本　幸苑 岡本　清香 岡本　静雅 岡本　美泉 小川　順子 小河　照月

小川　祥翆 小川　のぞみ 小川　南 小川　洋子 小木曽　智子 荻田　智子

沖西　冨士子 荻野　伊津子 荻野　衿奈 荻野　洋子 荻原　千里 奥田　加祢

奥田　自舟 小國　茜月 奥野　淳子 奥野　久子 奥見　サトミ 奥村　志穂

奥村　松鈴 奥山　朱鳳 越阪部　茗紅 尾崎　啓子 小笹　悦子 長田　宣子

長田　寛美 小澤　典水 押田　千代子 尾関　明美 尾関　静香 小田　紅扇

織田　秀翠 小田　美香 尾登　政之 乙藤　由美子 乙女　紫扇 小名木　光葩

鬼丸　柏庭 小野　和子 小野　艶子 小野　弘美 小野　美登里 小野　由紀子

小野口　摩耶 小野寺　静枝 小野原　実聖 小畠　徳仁 小原　聖子 小原　美穂子

大日方　美恵 小村　由紀子 面川　房子 小柳津　純 小柳　清乃 尾山　紫苑

小山　みさ子 織田　翠華 垣内　江華 海谷　芳花 鏡味　禮子 鍵岡　美舟

垣地　八重子 嶽間澤　恵美子 鹿毛　美子 掛川　よし美 掛足　弥生 勘解由　美智子

栫井　和代 鹿児島　勝子 笠井　茜 笠原　三雨 笠原　孝子 笠原　美智子

風間　花篁 加治　素子 柏川　眞理子 柏野　一枝 鹿島　華玖 柏本　紅仙

柏本　史香 柏木　孝仙 柏木　里美 柏木　白楠 柏崎　初枝 春日井　邦子

粕谷　洸姫 片岡　弘子 片倉　杏峰 堅島　陽子 片山　尚子 香月　健二

勝田　千鶴子 勝平　ひとみ 勝部　良美 勝又　悠名 桂　彩雨 桂　李舟

桂島　祐子 加藤　愛子 加藤　玉碩 加藤　恵月 加藤　敬子 加藤　光月

加藤　こづみ 加藤　翠由 加藤　晴代 加藤　裕子 加藤　容子 加藤　真由美

加藤　由佳理 加藤　好美 角谷　久美子 金井　方悠 金井　祐子 金岡　恵理

金岡　集子 金倉　あゆみ 金森　和映 鐘ヶ江　智弓 金子　紅楓 金子　聖子

金子　方舟 金子　夕葵 金子　裕子 兼島　孝子 金田　紫芳 金丸　幸代

金光　三代子 加納　淳恵 金野　翔月 鎌田　小牧 釜谷　佳子 上圷　真理

上運天　春菜 上條　直子 紙透　浩子 紙谷　淑子 神山　恵翠 亀井　恵秀

亀井　征風 亀井　廣子 亀井　由紀子 亀川　順子 亀倉　みえ子 鴨田　優子

唐津　和美 川井　公子 河合　圭子 川井　紅竹 河合　成翠 川合　淑江

川合　佑香 川上　照代 川口　清美 川口　高子 川口　陽子 川越　章子



川崎　温子 川﨑　華心 川嵜　紅瑞 川崎　早苗 川嶋　坡景 川島　美泉

川島　史子 川島　三奈 河島　由弥 川島　芳子 河角　淑美 川瀬　千鶴

川瀬　丁舟 河田　和代 河田　圭司 川田　香苑 川田　良子 川内野　紫香

川野　奈緒美 川野辺　由美 河俣　景州 川端　仁子 川端　真智子 川端　佑果

川邉　京子 川又　真佐子 川村　桜 川村　新一 河村　三重子 河村　薫子

川本　志歩 川本　俊子 川本　みづき 川本　靖子 河原崎　夏翆 瓦林　淳子

菅　碆舟 神田　尚子 神田　白櫻 神原　方子 喜井　雅人 菊岡　トモ子

菊川　満子 菊池　勝子 木口　淳子 菊地　千恵子 菊地　那津実 鬼澤　宏子

岸　ますみ 岸　由美子 岸川　節子 岸田　恵水 岸田　桐宝 岸野　文夏

木島　あすか 木嶋　美智子 岸村　圭子 岸本　紀舟 岸本　佐知子 岸本　弘子

岸本　美恵子 木透　結舟 黄瀬　法子 木曽　幸子 木田　和代 喜多　京子

喜田　典子 喜多　富美 北　美佐 北尾　博美 北岡　尚子 北川　郁美

北川　範子 北川　晴香 北郡　春華 北坂　孝子 北﨑　香寧 北沢　なつ子

北澤　容子 北島　加代子 北島　洋子 北住　安子 北爪　淳子 北出　祥子

北西　明美 北野　照碩 北野　陽香 北村　祥華 北村　貴子 城戸　静景

衣笠　宏子 衣畑　敬太郎 木下　真風 木下　美穂 木之下　結子 木下　理舟

儀間　香泉 木村　綾子 木村　貴美子 木村　錦翠 木村　幸子 木村　輝

木村　紘湖 木村　藤子 木村　峰月 木村　美貴代 木村　保栄 木村　由紀

木村　ユミ子 木山　淑子 清澤　洋美 清島　明代 清瀬　秋月 清野　衣舟

吉良　富士美 紀陸　敦子 金　智香子 金原　幸子 日下部　祥 楠　誓英

久住　律子 久寿米木　雄二 楠本　洋一 葛谷　佳子 朽木　祥蘭 轡田　優子

工藤　安津子 工藤　啓子 工藤　典子 工藤　まつゑ 國川　桃代 國益　悦子

久野　聖子 久保　尚美 久保田　佳春 窪田　光彩 久保田　節子 窪田　雅美

久保田　モモ子 窪田　裕子 久保地　芙蓉 窪野　修子 窪野　梨仙 久保山　賀舟

久堀　美香代 熊谷　紫香 熊谷　真翠 熊谷　優紀 熊澤　美葉 熊沢　嘉子

公文　明世 倉野　聖泉 倉橋　みえ子 倉持　治子 栗田　紫櫻 栗田　峻輔

栗田　紀子 栗田　美代子 栗本　幸子 栗山　文子 久留島　琉琴 玄岩　陽子

黒河　和津子 黒澤　芳澍 黒須　泉翠 黒田　香織 黒田　香奈 黒田　澄舟

黒田　真悠 黒滝　香華 桑江　章子 桒田　令舟 桑名　希舟 桑原　史子

桑原　緑翠 桑山　千代子 小池　純香 小泉　享子 小泉　光芳 小泉　清苑

小泉　範晃 小出　誠子 鯉渕　やえこ 郷　翠月 高坂　成子 髙坂　つた子

幸坂　伸子 合田　厚公 幸田　光子 好地　とも子 河内山　紫苑 幸村　美惠

合谷　静照 古賀　直子 小苅米　千彩子 小坂　祥子 越田　静園 小島　華扇

小島　清恵 小島　久美子 小島　蘭径 五所　佳代子 古城　洋園 小杉　春仙

小杉　桃花 小菅　美智子 古瀬　昭子 小関　紫風 小関　裕子 児玉　彩希

児玉　千春 児玉　真沙子 児玉　めぐみ 児玉　祐子 児玉　百合子 小坪　郁子

小寺　桂琴 古寺　照枝 後藤　恭子 後藤　幸子 後藤　珠美 後藤　富子

後藤　知美 後藤　美幸 小西　厚子 小西　珠苑 小西　由佳理 小橋　敬月

小畠　須峯 小林　和子 小林　和美 小林　和代 小林　華鳳 小林　順子

小林　蒼雪 小林　素水 小林　千春 小林　弘枝 小林　フジ子 小林　毎子

小林　雅子 小林　ミツヱ 小林　美穂 小林　弥生 小林　祥子 小林　綾香

故引　恵堂 駒井　玉扇 駒井　智恵子 小松　玲子 古溝　文子 五明　和子

小村　翠苑 呉屋　純媛 子安　尊喜 小山　朱美 小山　貴大 小山　美香

小山　美代子 小山　瑶泉 近藤　一枝 近藤　和子 近藤　和馬 近藤　真千子

近藤　由果 近藤　洋子 紺屋　和枝 斎藤　あけみ 齊藤　敦子 斎藤　暁花

斉藤　佳子 齊藤　祥子 斉藤　紫園 齋藤　節子 齋藤　孝子 斉藤　晴江

齋藤　向矩 齋藤　瞳 齋藤　寛子 斉藤　由貴 齋藤　由希子 齊藤　容子

佐伯　さおり 佐伯　小夜子 佐伯　翆虹 三枝　文子 佐賀　俊恵 酒井　玉鳳

酒井　さつき 坂井　山桃 酒井　静子 坂井　静代 酒井　招汀 坂井　秀子

坂井　由伊子 酒井　礼子 坂井田　幸枝 阪口　順子 坂口　フヂエ 坂倉　優子

坂下　文子 坂田　佳穂 坂田　喜代 酒谷　恭子 相根　恒舟 坂本　克子

坂本　桂子 阪本　彩園 坂元　真風 坂本　真峰 相良　直美 佐川　順子

左官　麗子 向坂　三彩 佐久間　雅子 桜井　文子 櫻井　芳園 桜庭　慧佳

砂古　里美 笹井　彩扇 笹川　洋子 佐々木　永隆 佐々木　香苑 佐々木　順子

佐々木　翔堂 佐々木　節子 佐々木　朋子 佐々木　萌山 佐々木　満智子 佐々木　れい子

笹島　節子 笹原　琇夏 佐竹　美琉 佐藤　晶子 佐藤　綾香 佐藤　加恵



佐藤　和恵 佐藤　清美 佐藤　圭子 佐藤　桂子 佐藤　恵舟 佐藤　愁香

佐藤　淳子 佐藤　純艸 佐藤　聡子 佐藤　敏江 佐藤　富喜子 佐藤　優弘

佐藤　美樹 佐藤　美佐保 佐籐　美佐子 佐藤　美穂 佐藤　美代子 佐藤　八恵子

佐藤　由佳子 佐藤　由美子 佐藤　洋子 佐藤　美子 真田　紀美恵 佐野　恵月

佐野　夏子 佐野　花子 佐野　文園 左山　明日香 更谷　南美 猿橋　麻生

澤井　香涼 澤潟　美樹 澤口　紀青 澤田　柊香 沢森　真弓 三野　美恵子

座馬　乙葉 塩川　薫 塩﨑　翠香 塩畑　俊子 塩見　尚子 塩山　昌子

志賀　美千子 執行　湖南 茂成　禎子 志慶真　幸代 重松　聖子 宍塚　眞知子

志田　一子 志田　真理子 七十苅　梨衣 七野　裕子 篠崎　葉 篠田　香

篠塚　育子 篠原　幸子 柴田　泉 柴田　真穂 柴田　道子 柴山　奈津美

柴山　典子 志摩　里水 嶋田　栄子 島田　香雨 嶋田　友江 島田　美穂

島谷　紀里 嶋原　啓穂 島本　惇美 清水　佳泉 清水　きぬ子 清水　圭子

清水　啓子 清水　幸子 清水　壽月 清水　澄子 清水　智恵子 清水　文博

清水　麻紀 清水　美智子 清水　幸美 志村　玉苑 下垣　靖子 下里　園子

下田　富美恵 下田　美里 下田　美智子 下村　明美 下村　憲子 下村　律子

周東　佐知子 常光　美恵子 庄田　清風 庄村　紀美 白井　明子 白石　仁美子

白石　真由美 白岡　貴美子 白神　さと子 白川　春聴 白川　雅子 白根　孝子

白髭　幸子 城間　浩子 白山　祥苑 新貝　秀子 宍道　一陽 神出　美楸

新藤　京華 進藤　久美子 新藤　容舟 甚野　廣子 神保　典子 末岡　虹城

末岡　さち子 末永　薫 須賀　彩連 菅井　千明 菅野　尚子 菅谷　洸彩

菅原　喜知子 菅原　瑞景 杉　香月 杉浦　清子 杉浦　幸子 杉浦　純子

杉岡　由梨 杉田　恵華 杉田　抱月 杉野　光子 杉原　由美子 杉本　景楓

杉本　典子 杉本　典子 杉本　茉瑚 杉山　恵子 杉山　晴花 杉山　裕梨

鈴井　美知子 鈴木　明子 鈴木　昭子 鈴木　悦子 鈴木　佳祥 鈴木　幾楸

鈴木　玉鳳 鈴木　清 鈴木　久美 鈴木　繁子 鈴木　すみ子 鈴木　青逕

鈴木　青穂 鈴木　関子 鈴木　大介 鈴木　孝粛 鈴木　千枝子 鈴木　久子

鈴木　不二美 鈴木　鵬雲 鈴木　路子 鈴木　美穂 鈴木　明蓬 鈴木　雄子

鈴木　陽子 鈴木　芳和 鈴木　良子 鈴木　蘭翠 須田　綺羅々 須田　碧水

須藤　明日香 首藤　和子 須藤　南扇 須藤　美紀子 砂子　英夫 角南　知子

須磨　香風 角　綾 角村　美佳 関　照代 関　史子 関口　春径

関口　光 関口　芳子 関谷　泉陽 関根　江里子 関根　弘子 瀬戸口　民子

妹尾　方子 千石　一女 相馬　志帆 相馬　文子 園田　莉子 杣　陽子

空井　邦子 反木　のりこ 田井　博子 平　貴子 平　知子 田貝　和子

高井　清子 髙石　秀子 高岡　靖弘 高木　珪子 高木　佐登子 高木　孝子

髙木　尚美 髙木　三千子 髙木　美智子 髙木　由紀江 高木　好子 髙久　由香

髙倉　裕子 高島　祐子 髙須　彩 髙杉　尚見 髙杉　桜邨 髙田　杏華

高田　啓子 髙谷　弘子 髙谷　美佳 髙津　朱美 髙塚　由美子 高月　典子

髙橋　明実 髙橋　英史 髙橋　薫 高橋　佳代子 髙橋　京子 高橋　恵子

髙橋　香英 髙橋　香洋 髙橋　遙 髙橋　房子 高橋　昌子 高橋　美智子

髙橋　木華 髙橋　百香 髙橋　由美 髙橋　倫子 髙林　有紀 髙見　洋子

高柳　松野 髙山　秀穂 高山　真衣 高山　陽子 滝川　実桐 瀧澤　敏子

滝嶋　富美子 滝島　美弥子 田口　貞子 田口　青泉 田口　由紀子 宅間　敏子

武井　侑子 竹内　節子 竹内　千佳子 竹内　文 竹内　美鈴 竹内　美弥子

竹内　好美 竹川　芳蓮 竹澤　久子 武田　可江 竹田　作子 武田　芙美子

武田　祥江 竹之内　紅蓮 竹之内　孝子 武谷　明秀 武部　晴桜 武村　文泉

竹山　永子 武山　智子 太宰　栄子 田島　悦子 多島　裕香 田代　和子

田代　和則 田代　眞由美 忠　香織 多田　文江 伹野　洋子 多田野　幹子

多田羅　典子 橘　成子 龍野　玲奈 巽　慶耀 立石　千雪 建部　和春

立山　貞子 田所　一代 田所　玲舟 田苗　恵 田中　鶴珠 田中　鶴堂

田中　佳世 田中　紀久子 田中　恵峰 田中　篁雨 田中　静子 田中　純子

田中　翠鳳 田中　千佐子 田中　千扇 田中　智津子 田中　千津子 田中　賀子

田中　晴子 田中　春菜 田中　裕子 田中　博美 田中　繭美 田中　瑞保

田中　美智子 田中　美智子 田中　満恵 田中　由美 田中　由里子 田中　亮太

田邉　紘子 田辺　満寿子 棚町　鈴水 谷　月華 谷岡　彩 谷口　久仁栄

谷口　景子 谷口　桂石 谷口　松薫 谷口　清園 谷口　瑠月 谷﨑　大治郎

谷崎　美智子 谷﨑　美穂 谷村　恵美子 谷村　たみこ 谷本　浩子 田上　久子



田上　佑香 田内　京子 田畑　弘子 田原　ムツ子 田原　祐子 田渕　順子

田母神　彩香 玉木　草苑 玉木　紀子 環　恵美 玉那覇　節子 田宮　知子

田村　雅舟 田村　征三 田村　隆子 田本　尚子 田面木　淑子 丹下　華苑

丹野　妙子 丹保　穂乃香 近井　薫 知見　幸子 茅野　佳代子 千葉　明美

千葉　恵美子 千葉　智子 千原　利枝 塚原　靖子 塚本　公子 塚本　桂子

塚本　早織 塚本　真奈美 辻　喜代美 辻　紫硯 辻　千江子 辻　典子

辻田　春海 辻村　敬子 辻村　正子 辻本　小波 津田　小華 津田　千舟

津田　雅代 津田　裕美子 　子　みち子 土田　愛雅 土屋　さかえ 土屋　静芳

土屋　乃理子 土屋　裕美 土屋　里扇 堤　典子 堤　陽子 常包　陽子

常田　かおる 常山　睦美 角田　登美子 鶴岡　春雪 鶴岡　由佳 ᤛ巻　華都

鶴見　時江 出竿　絢野 手島　公子 出島　敏江 手塚　誠 寺崎　᥀雨

寺崎　美雪 寺島　尚翠 寺島　千草 寺島　洋子 寺田　華扇 寺西　惠津

寺村　華澄 寺村　玉苑 寺脇　聴舟 土井　ゆみ子 洞雞　佐代子 藤社　葉子

東條　輝水 東條　菁春 東内　荘舟 東間　松風 藤間　康子 富樫　とよみ

冨樫　奈美 戸鹿野　富三子 土岐　幸子 時岡　淳子 徳田　霞月 徳武　久子

徳永　悦子 徳永　淳子 徃住　くるみ 所　宏枝 戸島　亜子 戸塚　章子

渡名喜　香代子 外池　清溪 殿谷　政代 戸部　浩水 富井　多恵子 冨岡　多美

冨澤　宏子 富永　仙子 友澤　志奈子 友野　瑤子 友松　愛子 戸谷　千春

豊島　喜世子 豊田　公代 豊田　恵子 豊田　直美 豊田　伸子 豊田　浩美

鳥居　好香 鳥飼　加代子 内藤　幸代 内藤　栖朴 直田　玲翆 名嘉　圭代

仲　玲舟 永井　惠美子 永井　一恵 中井　和世 仲井　小緒里 長井　さとみ

永井　ᇞ子 永井　翠汀 永井　ひろみ 永井　耀泉 中井　義子 中植　美代子

仲栄真　律子 中尾　綾夏 永尾　昌子 長岡　伸子 中川　華畦 中川　卓也

中川　年代 中川　有美子 永城　匠子 中木　康子 中木　恭子 中久保　美帆

中源　和子 中込　弘子 中﨑　百合子 永作　正子 仲里　桃舟 中里　牧子

長澤　衣里子 長澤　啓子 中澤　桂琇 長澤　桃子 中澤　よしみ 中島　伽依子

中嶋　喜久子 中島　啓子 中島　静子 中嶋　静翠 中島　千明 中嶋　裕美

永瀬　青玉 中瀬　真仁 長田　久美子 中田　志津子 中田　博子 長田　ふさ子

永田　由香 中田　芳江 長田　義行 中谷　恵美子 中谷　友絵 中塚　寿子

中出　美智子 中永　真舟 中西　恵峰 中西　桃園 長沼　清美 中根　久栄

中野　恵美子 中野　香織 永野　圭子 中納　順子 中野　弘子 中野　妙照

中野　洋子 永畑　邦子 中原　多喜子 中原　由苑 永原　裕子 永堀　ᤶ蘭

仲松　佳艸 仲光　恵子 仲嶺　敦子 中村　明子 中村　喜美子 中村　桂子

中村　惠子 中村　咲月 中村　紫園 中村　秀峯 中村　順子 中村　純子

中村　眞月 中村　仁香 中村　瑞花 中村　千華 中村　聡苑 中村　妙子

仲村　妙子 中村　忠子 中村　苗子 中村　真結子 中村　迪子 中村　美津子

中村　光子 中村　恵 仲村　祐子 中村　由絵 中村　悦子 中村　良子

中村　和月 中本　千恵子 永山　明子 中山　和子 中山　溪聲 中山　ひろゑ

中山　総子 永山　美保子 中山　幸江 長葭　淳子 南雲　香 南雲　華宋

名倉　悦子 灘上　真木 七井　留美子 七海　幸子 名苗　くみ子 七沢　道子

鍋田　史子 並木　淳子 奈良　悠薫 奈良　玲芳 成澤　多香枝 成田　ますみ

成山　孝子 成見　真代 新妻　文子 新山　輝翠 仁木　文苑 西　恵美子

西尾　雅子 西尾　雅也 西尾　洋扇 西岡　純子 西小野　聡子 西海　幸江

西川　恵蘭 西川　寿泉 西川　允子 西川　伸子 西川　扶美 錦織　泊舟

西沢　幸園 西沢　琴音 西澤　雅子 西島　千恵 西田　英舟 西田　静枝

西田　孝世 西田　亮子 西垂水　えみ 仁科　恵子 西野　洋子 西牧　素琴

西村　鶴鳳 西村　尚子 西村　光江 西村　由美子 西村　芳香 西村　礼子

西森　珠恵 西山　順子 西脇　紫香 新葉　由実 丹羽　智保 沼澤　沙月

沼野　珠江 根木　十美子 根本　煌華 能城　枝実 能城　春美 野際　多加

野口　厚子 野口　千香子 野口　風李 野坂　千夏 野崎　君代 野澤　恵美子

能澤　祐美子 野島　静江 野島　信月 野尻　恒子 野尻　紀子 野尻　和香

野田　佳舟 野田　菊代 野田　紫舟 野田　千津子 野田　登志 野田　由美子

野田坂　すぎ子 野中　栄光 野中　祐枝 野々村　樹美代 野村　和子 野村　惠扇

乘友　真由美 乗松　利子 羽賀田　みさ子 屋　朋桜 萩野　京子 萩本　タマエ

萩原　文恵 萩原　万瓏 橋田　博子 橋詰　奈美 橋場　真実 橋間　道子

橋村　真弓 橋本　篤子 橋本　恵月 橋本　小夜子 橋本　小啓 筈井　和子



長谷川　倭子 長谷川　詩歩 長谷川　智美 長谷場　弘子 長谷場　良子 秦　妙子

畠山　智子 畠山　信子 畑谷　文子 羽田野　隆峰 畑本　かえで 畑山　杏月

八谷　知子 八山　清子 八田　幸雪 八田　松鶴 花形　綾香 花木　陽子

花田　梅泉 花摘　美智子 花房　典子 花村　佐由美 馬場　舞 馬場　学

濱口　貴流 濱口　有以 濵﨑　嘉汐 濱下　祐華 濱田　清華 浜田　知子

濵田　直美 濵本　芳洋 早尾　翠里 早川　未知子 早坂　順子 早崎　静子

林　観州 林　絹香 林　紀美子 林　琴艸 林　久美 林　咲木子

林　早苗 林　千秋 林　裕子 林　房子 林　睦仙 林　万紀子

林　佳 林　芳子 林田　聖香 早田　倫子 原　明子 原　啓子

祓川　彩 原口　栄香 原口　昌子 原田　雨幸 原田　英里子 原田　和枝

原田　惠子 原田　美雪 原田　睦子 原田　露水 原山　正子 半田　真華

半田　百合子 萬代　京 坂東　ᨰ子 坂東　久子 坂東　瞳 日浦　加代子

日沖　好子 比嘉　優花 東田　万規子 東野　光舟 比企　百夏 引田　まゆみ

樋口　純子 樋口　易子 久内　晃瑶 久田　敏江 久守　悦子 備瀬　恵子

人見　真由 雛元　豊美 日野　美奈子 檜尾　節子 日山　敏子 兵藤　優衣

兵藤　稜典 平井　大喜 平石　暁子 平岡　寿舟 平岡　美恵子 平岡　美友紀

平岡　美代子 平賀　可純 開本　輝子 平迫　彩 平田　多鶴子 平田　倫子

平田　賢子 平野　幸代 平林　津賀子 平林　弘子 平松　明子 平本　陽子

平山　栄子 平山　英恵 廣井　紀美 廣瀬　京子 廣瀬　緋花 廣瀬　美恵子

廣瀬　泰子 廣田　祥子 廣田　節代 廣松　順子 廣安　龍哉 樋脇　樹里

深澤　信子 深田　園子 深町　喜代子 深海　昌子 府川　望茜 福井　眞澄

福井　美代子 福石　洋子 福王寺　啓光 福岡　和子 福澤　幸穂 福澤　文江

福島　陽子 福田　輝芳 福田　勝学 福田　栖草 福田　由利子 福武　静江

福地　美智子 福永　三也子 福本　有希子 藤井　亜矢子 藤井　いづみ 藤井　和子

藤井　喜美 藤井　紫香 藤井　千秋 藤井　登茂子 藤澤　春峰 藤城　泰代

藤田　琴舟 藤田　真由 藤田　恵 藤田　好美 藤波　千加子 藤野　和子

藤野　佐與子 藤橋　あけみ 藤橋　喜代美 不死原　恵美子 藤丸　美千子 藤本　櫻香

藤元　華雪 藤本　小蘭 藤本　令舟 藤森　江里子 藤原　雅秀 藤原　園子

藤原　久枝 布施　知子 布施　まつみ 伏石　恭子 渕　敦子 渕崎　由紀子

船方　里美 舟津　正子 船場　光子 舩山　幸子 古市　莉羚 古川　郁

古川　貴美子 古川　直樹 古川　真澄 古川　まり 古河　裕子 古沢　啓子

古田　銀子 古田　直美 古田　直美 古屋　明美 古屋　美翠 瓶子　翠雨

寶樹院　光華 宝蔵寺　雅泉 保坂　千鶴子 保坂　寿子 干川　結花 星島　佳容子

星野　詩子 星野　直美 星野　瑞穂 星野　幸恵 細川　節子 細川　由起

細野　真由莉 波々伯部　澄子 洞口　伸葉 堀　幸子 堀　智子 堀　美保

堀井　晴湖 堀内　道子 本川　久美子 本庄　淑子 本多　貴子 本田　三紀

本田　由美 本間　広美 本間　牧子 本間　優子 間井谷　陽郁 舞良　栄子

前川　有佳里 前島　里美 前島　裕子 前田　順子 前田　孝子 前田　陽子

前野　聡子 前原　三千子 牧野　雪麗 牧野　環 牧野　萌春 牧野　雅美

牧野　峰子 槙原　志舟 正井　佳奈 正田　陽子 増子　雅真 桝井　美喜

増田　景光 増田　伸子 増田　暁子 増田　帆南 増田　芙美 増田　陽子

増永　靖代 増野　裕子 増山　礼子 町田　節 町田　孝 町田　祐子

町山　絢子 松井　計江 松井　直水 松居　光子 松浦　明子 松浦　郁子

松浦　翠茱 松浦　政子 松浦　三保子 松尾　紀恵 松尾　裕美 松尾　由美

松尾　淑子 松岡　佳奈 松岡　千寿子 松岡　みち代 松木　さよ子 松口　常祥

松倉　普山 松﨑　美和子 松﨑　由依 松澤　一恵 松島　岩樹 松田　しげ子

松田　春暁 松田　隅 松田　哲弥 松田　土美恵 松田　史子 松田　麗翠

松平　志保 松鶴　秀夫 松戸　結律菜 松永　眞由美 松永　由香 松波　和子

松野　貞心 松野　久子 松橋　翠蘭 松原　久美子 松原　小百合 松原　澄江

松原　英子 松藤　薫子 松村　京美 松村　政美 松本　愛 松本　浅子

松本　うめ乃 松本　恵子 松本　都志 松本　尚子 松本　花 松本　畔雪

松本　麗栄 松山　説子 松山　なぎさ 松山　紀子 的場　順子 眞鍋　摩美子

丸岡　啓子 丸川　久美 丸山　鶴代 丸山　春美 丸山　雅子 丸山　万知代

間脇　禎子 萬崎　文子 萬崎　由美子 三浦　昭子 三浦　櫻 三浦　せつ子

三浦　汀華 三浦　紀子 三浦　雅美 三浦　満弓 三浦　陽子 三重　久美子

美木　篁月 三國　睦子 美細津　美奈子 水上　道子 水上　美知子 水越　ひとみ



水島　菜月 水谷　雅舟 水谷　廣風 水谷　紅烽 水谷　サト子 水谷　保潤

水野　直子 水野　葉子 水摩　ちず子 水間　博子 溝口　満智子 三田　美恵子

三田　美幸 三谷　華風 道籏　恵子 光辻　綾子 三橋　ヨシ江 南　湖柳

見並　春翠 南　草苑 南中　節子 南山　来舟 峯村　まさ江 箕浦　和子

美濃島　翠園 三松　淳子 三村　早苗 三村　春鳥 宮内　実奈絵 宮形　裕子

宮川　由紀子 宮城　霞光 三宅　晴風 三宅　由加 宮坂　かよ子 宮崎　栄子

宮沢　季緒 宮澤　柊葉 宮地　めぐり 宮下　春苑 宮下　智堯 宮下　之子

宮田　初子 宮田　渺子 宮地　佳枝 宮野　由美 宮林　晃子 宮原　希代子

宮原　紫鳳 宮本　雅子 三好　志津子 三好　雫舟 三好　真理子 向井　少寉

牟田口　久鳳 武藤　艸舟 武藤　幸子 武藤　由美子 宗像　玲 宗竹　洋子

宗政　富美男 村井　早苗 村岡　琴楸 村上　郁子 村上　恵霞 村上　光雲

村上　秀子 村上　史子 村上　佳美 村川　和子 村田　洋子 村仲　香雪

村本　千香子 村本　美紀 村山　弥舟 目野　登志子 舞良　敬子 目代　代舟

望田　渓水 望月　綾子 望月　暢子 茂手木　昭子 茂木　美智恵 本川　秀月

元川　礼子 本橋　恵子 百瀬　千紗子 森　厚子 森　かね子 森　静葉

森　朋子 森　則子 森　美泉 森　冨士子 森　都子 森川　香葉

森川　紫湖 森川　富美子 森川　康子 森川　洋子 森澤　諒子 森島　恵子

森園　茱苑 森田　瑛香 森田　えり子 森田　薫 森田　宏彰 森田　昌代

森本　恭子 森本　紅園 森本　洋子 森本　洋子 森本　利恵 門田　愛舟

八尾　都葉 八木　英子 八木　多恵子 柳生　愛香 矢口　恭子 矢口　桂華

矢嶋　宣子 安田　希実子 安田　惠子 安田　順子 安武　洋美 安原　᥀艸

安村　沙余 安本　美恵子 矢田　和子 矢田　春江 八代　美代子 谷中　典古

柳川　柳穂 柳　富灑子 柳澤　敏子 柳澤　邦雲 柳田　直子 柳原　彩泉

柳原　広子 柳本　順子 矢野　松翠 矢吹　真弓 藪田　和美 山内　幸江

山岡　智子 山形　京泉 山縣　有子 山上　尚子 山川　幸子 山岸　彩華

山口　明妥 山口　晶子 山口　暁美 山口　和子 山口　煌泉 山口　青妍

山口　房雲 山﨑　愛香 山崎　秀翠 山﨑　潤子 山崎　清陽 山﨑　初恵

山崎　秀夫 山崎　美和子 山崎　陽華 山路　尚美 山地　幸 山下　香代子

山下　昌苑 山下　翔鳳 山下　人代子 山下　睦月 山島　靖子 山上　禮子

山田　佳代 山田　君子 山田　幸代 山田　文女 山田　峯子 山田　萌乃

山田　容子 山田　良子 山津　悦子 大和　清子 山西　明子 山ノ井　香久子

山内　匡代 山辺　幸代 山村　華爽 山本　歩美 山本　かほり 山本　葵香

山本　京子 山本　桂園 山本　恵子 山本　啓子 山本　敬川 山本　煌月

山本　佐由里 山本　潤子 山本　昌苑 山本　忠園 山本　登志美 山本　智子

山本　信代 山本　晴子 山本　ひとみ 山本　美知子 山本　弥生 山本　之子

山本　陽煌 山本　里緒 湯浅　元子 湯川　弥寿子 湯川　雪江 雪　英子

弓削　玉苑 柚原　清子 横井　加代子 横井　多恵子 横江　恵美子 横尾　真紀

横田　和子 横堀　智英子 横前　萌香 横山　貴子 吉井　みちよ 吉井　美代子

吉岡　知江子 吉川　茜 吉川　あや子 吉川　理子 吉川　桜風 吉川　香苑

吉川　珠美 吉川　美佐保 川　三千代 吉川　翠 吉田　和子 田　きみ子

吉田　恭子 吉田　杏匠 吉田　喜代子 吉田　恵園 吉田　恵水 田　妙子

吉田　千恵 吉田　竹鳳 吉田　千津枝 吉田　直美 吉田　白燕 吉田　文江

吉田　美和子 吉田　佑 吉田　裕子 吉田　由紀子 吉田　和庭 吉武　清芳

吉止　美都枝 吉永　惠子 吉野　美桜 野　由紀 野　よし枝 吉村　碧姚

吉村　優子 吉村　由紀子 依田　道代 米沢　祥雨 米澤　佳恵 米田　千萌

米田　雅子 米山　暁峰 米山　しまえ 米山　由美子 寄藤　貞子 林　黎明

若井　秋桜 若狭　粋月 若杉　美咲 若月　貴美代 若林　裕子 若山　齊瑚

脇田　香泉 若生　京照 鷲野　嘉子 和田　恵子 和田　比扇 和田　美智子

和多田　多津江 渡邉　悦子 渡辺　和美 渡　喜舟 渡辺　クニヨ 渡辺　恵子

渡辺　桂山 渡辺　春聲 渡辺　純江 渡邉　清秋 渡辺　知恵 渡邉　晃身

渡辺　桃峯 渡邉　奈央 渡辺　裕江 渡邉　真未 渡部　由紀 渡　麗水

綿貫　道子 渡部　まゆみ 渡利　信枝

【篆刻部門】 相川　良孝 青黄　游魚 赤井　睦美 秋山　捷華 浅良　朱華 安倍　華雲

天野　純男 荒野　仁 新屋　亀水 安藤　惇 池垣　韜光 池田　絹子



池田　美榮子 池本　古凛 石川　和子 石川　輝山 石留　之然 磯村　育治

板倉　智美 伊谷　昌子 市川　陽子 市谷　美恵子 伊藤　喜代子 伊藤　錦汀

伊藤　真智子 伊藤　祐一 井野　大輔 井上　秋鹿 井上　翔月 猪熊　みづほ

今井　修武 井村　等雲 芋川　敏 上田　耕太郎 内田　貞之助 内山　静江

宇都宮　蘭雪 枝川　幸竹 江幡　鋳卿 大石　幽康 大江　碩水 大谷　節子

大塚　萩露 大野　勝山 大畑　豊泉 大原　誠 岡田　桂舟 岡本　浩二

奥島　極浦 奥島　春泠 小楠　淳子 尾崎　凌奏 長田　正嗣 小澤　一哉

小田　保幸 音川　景香 尾花　重次 恩田　寧禾 恩田　靖大 甲斐　敬雨

柿崎　真理子 春日　賢治 片山　耕風 勝本　覚成 加藤　悦子 加藤　心翔

加藤　大然 加藤　日出男 加藤　比敏 加藤　雄山 金子　茜空 上山　由美子

賀屋　貴美子 喜田　紅風 北浦　克悦 北畑　謙之 木下　黄李 木元　美英

桐山　華風 久保　伯甫 黒山　功甫 郡司　京子 小池　直雲 小池　理一

小出　育美 河野　无喬 小島　智明 後藤　慧鏡 小林　惠子 小林　進

小林　清軒 小松　象神 駒村　美佳 近藤　玉歩 齊藤　子建 齊藤　輝恵

斉藤　龍舟 三枝　龍泉 桜井　考二 佐藤　敬介 真田　智成 澤田　樂齋

沢田　華麗 塩田　子峻 鹿野　美智代 芝本　健一 島田　素貞 下川　紗風

菅田　恵風 杉村　吉彦 杉山　嵐翠 鈴木　乗嵐 鈴木　清芳 須田　名仙

瀬原　昌治 大光　房一 平　冨耀 大楽　高嗣 高木　清孝 高橋　慶風

高橋　愼司 高橋　照雄 髙山　吟龍 竹井　美佳 立川　則子 田中　紅珠

田中　万寿 谷口　キリ子 田村　英夫 田村　美智 千蔵　天空 堤　浮生

妻鳥　明子 寺本　九齋 道家　薫染 徳倉　禾風 百々　裕子 中井　榮子

永井　守 中川　幸育 中川　典子 中川　芳庭 中島　祥山 中嶋　規子

永塚　雅枝 長野　栄信 中野　天如 中野　良風 中村　桂子 中村　紀久

中村　富嘉 中本　崇 中森　紫香 中山　陽石 仁木　美磬 西尾　晴男

西岡　青淡 西口　真由美 乃村　翠琴 橋本　直子 橋本　晴美 橋本　游月

長谷川　淙吉 長谷川　鳳声 秦　輝雄 花房　浩佳 林　明子 林　秀文

原　芳子 原澤　鷲山 坂　正歩 菱川　武 檜　原邨 平岡　敬康

廣瀬　邦雄 福里　清晨 福谷　華紅 福山　匠風 藤澤　涼子 藤田　紅霞

藤村　純華 二木　進 舟田　清志 古川　静仙 法邑　玉芳 本田　哲也

本間　佳子 前川　槇子 前嶋　秀宣 牧野　紅龍 眞嶋　寧々 松尾　あつ子

松尾　桃空 松岡　泰南 松下　航 松原　礼乃 萬谷　碧凰 三木　泰山

水澤　澄光 溝口　泰司 宮田　基次 三好　和生 向井　美佐子 村瀬　文恵

村田　泰代 村山　貞夫 望月　敏彦 森下　宏則 守屋　宇宙 矢郷　進山

安田　祁風 八谷　良二 矢場　鷺雪 薮下　瑛琴 山内　彩聖 山口　和男

山口　志乃 山口　恵 山﨑　曲全 山田　樹石 山吹　縁 山本　杏華

矢持　秀峰 吉岡　龍生

【調和体部門】 相場　春澪 青木　秋華 青木　裕子 青葉　笛翠 青松　香坡 阿賀　美翠

赤崎　重子 赤嶺　美香 秋田　虹玉 秋山　祥玉 秋山　麻由 秋山　光子

堆　明鳳 浅井　祥舟 麻田　晃 浅田　佳園 朝日　一耀 安次富　蒼峰

足立　眸 渥美　健 穴水　紫流 虻川　揚芳 阿部　知子 安倍　由縁

天野　紅舟 甘利　喜代子 綾部　幹恵 鮎川　恵道 新井　京子 新垣　鳳爽

荒川　昌龍 荒川　裕玉 荒木　恭子 有賀　楓 安齊　香風 安藤　楓真

飯倉　秀水 飯田　勝心 飯田　千代子 飯塚　敬子 飯沼　東虹 家永　麦酔

幾川　玲雪 井口　加奈子 池谷　汀遥 池田　柳舟 池本　澄子 井坂　悦子

石井　美代子 石川　志秋 石川　清姚 石川　貴恵 石川　桃舟 石坂　秋芳

石田　素美 石田　教子 石塚　弘子 石原　華月 石山　楊苑 泉沢　トシ子

井関　琇香 井田　盞花 板野　陽子 市岡　紫紅 市川　和子 市川　慶苑

市川　陽子 伊藤　映泉 伊藤　華木 伊藤　幹夫 伊藤　洋子 伊藤　泠玉

伊藤　稚子 稲江　芳祥 稲垣　方柳 稲越　雅香 稲角　冬彩 稲田　清婉

稲葉　晴香 稲福　俊介 犬飼　紫華 井上　亜耶 井上　映子 井上　大樹

井上　芳香 井上　洋光 今谷　宗義 今福　揚光 井本　千里 岩岡　香代子

岩坂　未希 岩崎　栄翠 岩﨑　素子 岩田　明子 岩谷　誠一 岩本　麗泉

上里　桜園 上江洲　志鳳 上野　惠美子 上野　玉葉 魚住　彩龍 魚谷　汀舟

牛村　八重子 内田　雅子 内堀　旭央 内本　久園 内山　順子 卯月　陽茜



宇野　玉鳳 宇野　央子 梅原　久代 浦西　志津子 衛藤　琴光 榎　聡美

衣斐　通代 海老原　恭子 遠藤　静泉 大井　佐知香 大井　麻衣 大石　奈沙

大岡　洋三 大崎　翠波 大﨑　聖水 大澤　柳子 大島　翠香 大城　琴世

大城　雀歌 大関　善子 大田　淳 大田　香雨 大竹　華心 大谷　酔隆

大谷　勝子 大谷　美樹 大坪　眞理 大出　華揺 大浪　桑美 大西　汀花

大西　りか 大貫　孝 大野　弘子 大橋　華邑 大橋　尚次 大濵　邦苑

大東　潭麗 大村　玻玉 大本　荷香 大桃　操 大森　翠萩 大森　道子

大屋　幸弘 大山　紀之 大和田　淳子 岡　翠幸 岡田　鎭也 岡田　紘香

岡部　杏扇 岡本　静邨 岡本　爽謙 岡山　洋子 小川　敬子 小川　佐和子

小川　紫鳳 沖津　昭子 沖元　知花 奥田　眸花 奥田　幸江 奥貫　甫舟

奥野　祥舟 奥間　優衣 奥本　江翠 奥山　靖恵 小倉　透泉 小栗　紅峰

尾﨑　理恵 小澤　竹仙 小澤　藤枝 小澤　やよい 織田　玉翠 小田　倖雨

小髙　花仙 小髙　佳代子 尾髙　慎二 尾中　汀泉 尾西　德樹 小沼　宗心

小野　馨 小野　晴三 小野　洋佑 小野田　翔星 小野田　蘭葉 小畑　尚美

小花　幸子 小山田　竹翠 小禄　野舟 角田　白陽 影山　潭琇 葛西　樂川

笠井　東美 柏木　香麗 片岡　恭子 片岡　慧華 片岡　丹園 片野　香妙

甲木　白萩 勝野　真 加藤　綾華 加藤　希以 加藤　れいな 金森　紫水

兼子　耿風 金野　純子 加納　由美子 甲谷　景子 蒲地　律子 上戸　星龍

亀井　春涛 亀田　揺穂 柄澤　信一 河合　紫泉 河上　春渓 川﨑　隆子

川﨑　眞由美 川嶋　静香 河地　良道 川中　美鵬 川西　恵舟 河東　岱雲

川村　春苑 河本　小玲 河本　優美 管　文恵 神田　桂艸 菅野　粋舟

神原　清琳 菊山　香遙 北川　洋和 北川　美絵 北清　圭子 北林　翠禽

北村　好華 木下　絵里加 木村　慶水 木村　翠峰 木村　民子 木村　甬逕

京條　富扇 金城　嘯風 金城　福華 草壁　麻衣子 草野　可幸 草野　有香

具志堅　紫香 久保　絢香 久保田　彩苑 久保田　梅鳳 倉　明雪 倉橋　知翠

倉持　克光 栗田　啓子 栗原　大嬉 栗原　芳流 桑江　海彩 名　孝枝

桑名　憲子 桒原　啓子 桑原　典子 小泉　桂子 小出　梓 国府島　笑子

河野　知世 鴻巣　古響 古賀　竹蘭 古閑　良香 後閑　松月 小島　静香

古謝　静眺 小関　夏舟 後藤　稜子 後藤　久美子 後藤　保正 後藤　玲豊

古西　和江 小西　香名 小西　加奈子 小林　江津子 小林　きみ子 小林　敬子

小林　三倩 小林　至敬 小林　信蘭 小林　知衆 小林　碧彩 小林　茘仙

駒形　晃石 小松　トシヱ 五味　かほり 古南　珠泉 小室　藜 米谷　美恵子

小森　秋汀 子安　潔 小山　百恵 齋　靜凰 西城　聡子 齊田　鈴代

齋田　禮香 齋藤　綾香 齊藤　旭峰 齊藤　祥仙 齊藤　義雄 酒井　桃雪

酒井　芳華 坂田　香子 坂田　春陽 坂本　牧子 坂元　真理 相良　恵美子

佐久間　青峰 佐久間　蒼峰 佐久間　豊美 佐久間　優子 佐久本　鳳春 櫻井　蓉鳳

櫻井　芳枝 佐々　春美 佐々木　イト子 佐々木　映華 佐々木　汪心 佐々木　カツ子

佐々木　功龍 佐々木　知美 佐々木　美恵 笹埜　鮮翠 佐田　谿林 佐藤　英華

佐藤　勝代 佐藤　惠順 佐藤　幸華 佐藤　淳子 佐藤　雪華 佐藤　茜沙

佐藤　千鶴子 佐藤　峯月 佐藤　睦子 佐藤　優衣 佐野　美京 澤田　伊三夫

澤辺　真弓 椎名　鮎海 塩谷　紀子 志賀　由美子 篠原　若羽 柴田　恵子

柴宮　牧子 柴本　暢子 渋谷　美琇 島　鐵山 島添　妃翠 島袋　惠江

島村　香織 島村　たか子 清水　悦子 清水　輝石 清水　幸葉 清水　秀娥

清水　霜風 清水　直子 清水　真理 清水　由利子 下里　美葉 下村　翠馥

十代　恵舟 城間　悠花 神宮寺　草水 神藤　香鈴 榛葉　瑞雪 新原　流翠

神保　神櫻 新家　いつ美 菅原　松峰 杉浦　祥月 杉江　香蘭 杉尾　斗志子

杉岡　恵泉 杉橋　文代 杉村　緑雲 杉本　智子 杉山　春霞 須郷　麗敦

鈴木　昭子 鈴木　輝澄 鈴木　大志 鈴木　童華 鈴木　規子 鈴木　美鳳

鈴木　富美 鈴木　美帆 鈴木　玲秀 鈴村　宏鴛 須田　勝彦 須田　松露

清宮　トシ 瀬尾　由利子 関川　公代 関口　華扇 瀬谷　子 髙池　紅風

高木　明日香 髙木　香逕 髙木　翠梢 高木　敏男 髙木　晴代 髙島　みどり

高田　紫玄 高塚　瑞穂 高野　彩花 高橋　翠風 髙橋　清川 高橋　草月

高橋　親惠 高橋　陽子 高橋　麗湖 髙谷　知佳 高山　一枝 高山　紫峰

滝川　研水 滝沢　翠曄 瀧野　朋子 瀧畑　光洋 田口　啓華 武石　典子

竹内　秋舫 竹内　翠江 武川　桃徑 竹田　明 竹田　基峰 武田　碧水

竹田　美月 武村　彩香 田嶋　慎仙 田代　瞳 立浪　吉子 立花　壮山



立木　清蘭 辰己　貴修 田中　恵子 田中　景子 田中　春曄 田中　泰仙

田中　典子 田中　春樹 田中　美心 田中　美遊 棚橋　白蓉 田辺　粹泉

谷村　彩雅 谷本　紅楓 玉田　城山 玉那覇　豊香 田村　秀泉 田村　祥穂

田村　洋子 田本　啓月 多和　璜仙 千葉　亜裕美 千葉　君江 千葉　深翠

中馬　碧雲 鎭西　芙路 津浦　則子 塚本　光春 塚本　秋岑 月尾　弘美

築地　實 筑井　舞 津坂　周太郎 辻　博 辻田　美鳳 筒井　佳奈

續橋　華穂 恒石　天泉 坪井　桑雨 坪田　雲厓 津山　紫陽 出口　敬英

鐵　杏園 寺島　敬子 寺田　彩秋 寺長根　真希子 土居　昌子 東野　葉明

當間　桂翠 當麻　鉋仙 堂前　智美 当山　桜舟 遠山　ちひろ 徳永　真由美

飛田　恵 富田　峰苑 友寄　溪舟 友利　美裕 戸谷　輝子 豊岡　美恵

鳥海　潭景 鳥本　純平 鳥山　溪水 内藤　水玉 永井　紫雲 永井　幸美

中浦　大妙 長尾　香穂 中尾　悠泉 中川　暎舟 中川　二見 中久保　檜扇

中澤　碩山 中嶋　恵仙 中島　霜香 長嶋　博鳳 中瀬　翠錦 中津井　和翠

長門　知子 長友　和子 長友　春菜 中西　厚 中西　雅仙 中西　喜美子

中野　恵美子 中野　多栄 中原　彩霞 仲原　舜雪 中原　圭恵 長松　真己

長峯　星游 中村　和子 中村　花風 中村　凌晟 中山　生祥 長山　紀子

中山　妙白 名倉　芳美 名護　光洲 名護　千代子 那須　純華 那須　登志

楢舘　佳秀 仁井　房 新岡　美仙 西尾　清麗 西方　虹舟 西川　玉華

西﨑　翠汀 西澤　美雪 西島　拙牛 仁科　基子 西野　智草 西野　愛美

西原　彩花 西村　佳代子 西村　青荷 西本　穂澪 西山　遥月 西脇　和子

新田　明美 塗　聖光 根本　茜流 根本　惟乃 野口　芙葉 野口　百合子

野崎　珠泉 野尻　翠眞 野田　起香 野村　寒葵 野村　典玉 野村　瑶春

法月　彩雪 則松　星風 芳賀　雅子 袴田　龍華 萩原　洸雲 橋本　英二

橋本　瀟碧 橋本　如玉 橋本　玲翠 長谷川　君子 長谷川　照舟 長谷川　ゆか

畑中　皐山 服部　美舟 服部　緑珠 花井　久代 花木　緑翠 花室　幸子

羽田　花音 馬場　景子 濱地　彩嶺 浜島　明翠 浜田　絹子 早川　佳舟

早坂　葉子 林　雲峰 林　元鳳 林　節香 林　孝子 林　奈美

林　玲子 原　東亜子 原田　育子 春田　由美 萬歳　芙美子 比嘉　恵光

比嘉　美暢 比嘉　美津子 東山　栄華 兵藤　彩水 平井　玲泉 平岩　文

平川　華泉 平崎　和子 平林　多恵子 平林　洋子 平山　福恵 広川　史子

風月　柏葉 深谷　翠苑 府川　育子 柊﨑　香暘 福井　圭雪 福井　幸恵

福﨑　佳泉 福島　英治 福嶋　寿仙 福田　あけみ 福田　景祥 福田　壮兵

福田　米城 福地　若葉 福山　惠山 福山　純子 福山　留雪 藤井　淳翆

藤井　翠苑 藤井　爽洵 藤井　秀紀 藤江　佳子 藤下　左琴 藤田　朱音

藤田　春翠 藤田　朋子 藤渓　了学 藤波　旭柚 藤波　博芳 藤野　佳子

藤村　木久美 藤本　桂雪 船田　浩司 船津　香蘭 舩津　子雲 船山　美貴

古川　泰仙 古川　泰子 古田　蘭風 古谷　よしみ 古橋　純 平馬　季三代

宝崎　茜舟 星　千恵子 細谷　恵美子 缶　妍楓 堀　道子 堀井　美里

堀内　紅蓉 堀上　恵愛 堀家　美保子 本田　翠秀 本田　柏翠 本多　碧葉

本間　青澄 前川　如馨 前木　蓉游 前沢　由美子 前田　江春 前田　翠泉

前野　拾翠 前平　秋江 牧田　勢津子 牧野　枩華 真崎　竹子 真﨑　涼華

増井　知香 増田　琳香 益田　和苑 柵木　伊都子 待鳥　翠湖 松尾　輝見子

松尾　春菜 松岡　恭子 松﨑　妃良 松﨑　里子 松澤　八千代 松下　慧風

松下　松ᤶ 松下　恭代 松島　良扇 松田　精二 松田　美千子 松田　良信

松永　清華 松永　裕子 松葉佐　紀子 松林　春枝 松原　桂秀 松村　静

松本　青燈 松本　弥生 松本　有里 馬橋　景華 丸山　葵紅 丸山　潔子

丸山　妙遠 三浦　香 三上　絢咲 三木　萌草 三澤　美枝 水川　芳舟

水嶋　淳子 水田　美泉 水野　章子 水野　光歩 水野　鳳山 溝端　渓松

三谷　真理 南　永香 南方　玉瀾 三野　溪華 宮内　智子 宮川　恵美子

宮川　彩波 宮城　政舟 三宅　香水 三宅　明歌 宮腰　紫月 宮越　翠陽

宮坂　潔 宮阪　洋苑 宮崎　青綏 宮里　華静 宮澤　晃静 宮沢　昌代

宮下　尚子 宮島　洋子 深山　真暉 宮本　光子 宮山　美和子 宮脇　虹雲

六鹿　彩雲 武藤　弘子 村田　安菜 村田　智香 村田　登代 村田　祐子

村松　采美 村山　明雪 村山　涼華 室井　弥生 本池　桜風 本橋　愛枝

森　佐月 森　菜々子 森井　京琴 森井　京仙 森木　ちえ 森島　麗石

森田　昭子 森田　幸櫻 森田　順子 盛田　道子 森田　由利絵 森田　葉光



森村　侑子 森本　祥園 森本　寿世 守屋　美代子 八木　キミ子 柳沼　陽水

矢口　松耀 矢口　典華 矢﨑　洋子 矢澤　郷太郎 矢島　春陽 安井　香苑

安井　蒼遠 安河内　春園 保田　美香 矢寺　好春 谷藤　薫 栁澤　和子

柳澤　睦子 栁瀬　睦 藪田　清娥 谷部　翠慧 山内　萩香 山内　蒼玉

山岡　華穂 山木　眞弓 山岸　慧美 山岸　智子 山岸　美智子 山口　杏香

山口　真翠 山口　清松 山崎　章子 山﨑　桃雲 山﨑　美雪 山崎　文子

山崎　美香 山下　克己 山下　梢風 山下　智恵 山城　佐華 山田　倫道

山田　柳芳 山本　淳子 山本　恵理 山本　佳世 山本　暁佳 山本　聖月

山本　信子 山本　八重 山本　縁里 柚木　翠蓮 横井　霞光 余合　美花

横内　頼山 横島　しのぶ 横田　陽子 横野　蘭雲 横山　仙丈 吉井　みず子

吉尾　綾華 吉岡　華水 吉岡　᥀千 吉岡　しのぶ 吉岡　悠紀子 吉川　紅蓮

吉津　希代香 吉田　栄顕 吉田　悦子 田　春花 吉田　千恵子 田　睦子

吉永　明美 吉村　裕美子 吉本　葵鵬 依田　薫 與那覇　圭花 與那覇　里鳳

米原　えり子 米山　八重 和泉　光志 脇村　橙香 和久　紅雲 和田　教子

和田　佑蓮 渡辺　郁美 渡辺　佳祥 渡辺　公子 渡辺　久実 渡部　紅扇

渡辺　千穂 渡邊　弘恵 渡邉　祐子 渡辺　頼子 渡邊　蘭紅 渡部　麗幸
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