
よみ姓 よみ号 姓　号 ランク 都道府県

あ あいかわ えいせき 相　川　瑛　石 ７階 ７ 招待 長崎県

あいかわ ゆうすい 相　川　優　水 ７階 １４ 秀抜選 長崎県

あいかわ れいすい 相　川　麗　水 ７階 ７ 招待 佐賀県

あかぎ わほう 赤　木　和　寳 ７階 １４ 秀抜選 山口県

あかし ちょうとう 明　石　聴　濤 ７階 ３ 代表 兵庫県

あかひら たいしょ 赤　平　泰　処 ７階 ３ 代表 東京都

あきなが しゅんか 秋　永　春　霞 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

あきやま ちか 秋　山　千　華 ７階 ７ 招待 熊本県

あきよし えみ 秋　吉　恵　美 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

あべ そうほう 安　倍　双　峰 ７階 ７ 招待 大分県

あべ ほうちく 阿　部　鳳　竹 ７階 １４ 秀抜選 熊本県

あやべ さよこ 綾　部　さよ子 ７階 ７ 招待 熊本県

あらい こうふう 新　井　光　風 ７階 １ 巨匠 埼玉県

あらかね せつこ 荒　金　節　子 ７階 １４ 秀抜選 大分県

あらき ほうしょう 　木　芳　昌 ７階 ７ 招待 福岡県

ありおか しゅんがい 有　岡　　崖 ７階 ２ 代表 埼玉県

ありの こううん 有　野　高　雲 ７階 ７ 招待 山口県

あわや しゅんどう 粟　屋　俊　堂 ７階 ７ 招待 山口県

あんどう しえん 安　藤　紫　燕 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

い いがらし やすこ 五十嵐　維　子 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いかるが らいごう 鵤　　　靁　轟 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

いくはら しりん 生　原　紫　潾 ７階 ７ 招待 福岡県

いけすえ せきしゅう 池　末　碩　秀 ７階 １４ 秀抜選 大分県

いけだ あつこ 池　田　敦　子 ７階 １４ 秀抜選 熊本県

いけだ けいじ 池　田　啓　二 ７階 １４ 秀抜選 佐賀県

いけだ けいほう 池　田　桂　鳳 ７階 １ 巨匠 京都府

いけだ こうゆう 池　田　光　遊 ７階 ７ 招待 鹿児島県

いけだ そうじゃく 池　田　蒼　寂 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いけだ ちほ 池　田　知　穂 ７階 １４ 秀抜選 山口県

いけだ ゆりこ 池　田　由利子 ７階 ７ 招待 熊本県

いけだ りこう 池　田　梨　香 ７階 ７ 招待 長崎県

いけべ けいすけ 池　邉　敬　祐 ７階 １４ 秀抜選 大分県

いさわ がかん 岩　佐　賀　感 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いしげ けいどう 井　茂　圭　洞 ７階 １ 巨匠 兵庫県

いしだ うんかく 石　田　雲　鶴 ７階 ３ 代表 鳥取県

いしだ しんしゅう 石　田　信　舟 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いしだ ようこ 石　田　洋　子 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いしづ ぼくせん 石　津　墨　扇 ７階 ８ 招待 福岡県

いしとび はっこう 石　飛　博　光 ７階 ２ 代表 東京都

いしばし けいさ 石　橋　桂　沙 ７階 １４ 秀抜選 長崎県

いしばし しゅせん 石　橋　珠　扇 ７階 ８ 招待 長崎県

いしはら なんぽう 石　原　南　峰 ７階 ８ 招待 鹿児島県

いだ ほうげつ 井　田　峰　月 ７階 ８ 招待 熊本県

いたい ちえみ 板　井　千恵美 ７階 １４ 秀抜選 大分県

いちざわ せいざん 市　澤　静　山 ７階 ２ 代表 埼玉県

いちのせ かふう 一ノ瀬　佳　風 ７階 １４ 秀抜選 佐賀県

いっしき はくせん 一　色　白　泉 ７階 ３ 代表 長野県

いづの ふみこ 伊津野　冨美子 ７階 １４ 秀抜選 熊本県

展示室
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よみ姓 よみ号 姓　号 ランク 都道府県展示室

い いでうえ こうよう 井手上　香　陽 ７階 ８ 招待 長崎県

いとう いっしょう 伊　藤　一　翔 ７階 ２ 代表 兵庫県

いとう せんゆう 伊　藤　仙　游 ７階 ４ 代表 岐阜県

いとう ななこ 伊　藤　奈々子 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いながき そごう 稲　垣　素　豪 ７階 ８ 招待 宮崎県

いのうえ かそう 井　上　華　草 ７階 １４ 秀抜選 長崎県

いのうえ くにこ 井　上　邦　子 ７階 ８ 招待 熊本県

いのうえ さいふう 井　上　彩　風 ７階 ８ 招待 福岡県

いのうえ すがえ 井　上　清　江 ７階 ８ 招待 熊本県

いのうえ せいが 井　上　清　雅 ７階 ４ 代表 埼玉県

いのうえ たいぞう 井　上　泰　三 ７階 ７ 招待 福岡県

いのうえ なんがく 井之上　南　岳 ７階 ７ 委嘱 鹿児島県

いのうえ ほうせつ 井　上　峰　雪 ７階 ８ 招待 宮崎県

いのうえ らんしゅう 井　上　蘭　琇 ７階 １４ 秀抜選 福岡県

いのくち ほうしゅう 伊之口　鳳　洲 ７階 ８ 招待 鹿児島県

いのまえ びしゅう 伊野前　美　萩 ７階 ８ 招待 沖縄県

いまさと さいほう 今　里　彩　峰 ７階 １４ 秀抜選 長崎県

いまざと きろ 今　里　箕　露 ７階 １４ 秀抜選 長崎県

いまむら けいざん 今　村　桂　山 ７階 ３ 代表 福井県

いわい いんてい 岩　井　韻　亭 ７階 ３ 代表 東京都

いわきり てんそう 岩　切　天　掃 ７階 ８ 招待 宮崎県

いわた かいどう 岩　田　海　道 ７階 ７ 委嘱 福岡県

いわたに かよこ 岩　谷　香代子 ７階 ８ 招待 熊本県

いわなが せいそん 岩　永　栖　邨 ７階 ４ 代表 兵庫県

いわなが そうせん 岩　永　宗　仙 ７階 ８ 招待 長崎県

いわの はくほう 岩　野　白　峰 ７階 １４ 秀抜選 熊本県

いんどう かせん 犬　童　佳　扇 ７階 １４ 秀抜選 鹿児島県

う うえすぎ しゅうこう 上　杉　秀　香 ８階 １５ 秀抜選 宮崎県

うえすぎ とうはく 上　杉　桃　白 ７階 ８ 招待 熊本県

うえだ すいせん 上　田　翠　泉 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

うえち りゅうどう 上　地　龍　洞 ７階 ８ 招待 沖縄県

うえの いつはん 上　野　逸　畔 ７階 ８ 招待 鹿児島県

うえの こうせん 上　野　甲　扇 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

うえはら かんかい 上　原　寒　海 ７階 ８ 招待 福岡県

うえまつ りゅうしょう 植　松　龍　祥 ７階 ４ 代表 山形県

うえむら ぎょくしゅん 上　村　玉　舜 ８階 １５ 秀抜選 熊本県

うえもと みちこ 上　本　美智子 ７階 ７ 招待 大分県

うしくぼ ごじゅう 牛　窪　梧　十 ７階 ２ 代表 埼玉県

うすだ とうせん 薄　田　東　仙 ７階 ４ 代表 新潟県

うちむら めいかん 内　村　明　幹 ７階 ８ 招待 福岡県

うちやま のぶこ 内　山　伸　子 ７階 ８ 招待 福岡県

うつのみや ぎょくえん 宇都宮　玉　娟 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

うみの とうざん 海　野　涛　山 ７階 ４ 代表 千葉県

うめはら せいざん 梅　原　清　山 ７階 １ 巨匠 東京都

うらさき こうや 浦　崎　康　哉 ８階 １５ 秀抜選 沖縄県

うらた えいせつ 浦　田　瑛　雪 ７階 ８ 招待 佐賀県

え えがしら なお 江　頭　菜　穂 ８階 １５ 秀抜選 佐賀県

えがみ そうりゅう 江　上　蒼　龍 ７階 ９ 招待 熊本県
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よみ姓 よみ号 姓　号 ランク 都道府県展示室

え えぐち たいしょう 江　口　大　象 ７階 ３ 代表 大阪府

えぞえ けいしゅう 江　副　景　舟 ７階 ９ 招待 長崎県

えとう かしゅう 江　藤　華　舟 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

えのくら こうそん 榎　倉　香　邨 ７階 １ 巨匠 兵庫県

えんどう きょう 遠　藤　　　彊 ７階 ４ 代表 東京都

お おおい きんてい 大　井　錦　亭 ７階 １ 巨匠 東京都

おおいし へきと 大　石　碧　都 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

おおいし ほうらん 大　石　萌　蘭 ８階 １５ 秀抜選 長崎県

おおくぼ せいか 大久保　清　華 ８階 １５ 秀抜選 佐賀県

おおくぼ りんこ 大久保　倫　子 ７階 ９ 招待 熊本県

おおさわ じょうざん 大　澤　城　山 ７階 ４ 代表 長野県

おおしろ へきとう 大　城　碧　涛 ７階 ９ 招待 沖縄県

おおしろ へきほう 大　城　碧　鳳 ７階 ９ 招待 沖縄県

おおた きほう 大　田　貴　峰 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

おおた しゅんすい 大　田　春　翠 ８階 １５ 秀抜選 沖縄県

おおたけ みき 大　竹　美　喜 ７階 ９ 招待 福岡県

おおつか えんじょう 大　塚　婉　嬢 ７階 ９ 招待 福岡県

おおつか けい 大　塚　　　恵 ７階 ９ 招待 大分県

おおつか とうせき 大　塚　桃　石 ８階 １５ 秀抜選 佐賀県

おおつか ようふう 大　塚　葉　風 ８階 １５ 秀抜選 宮崎県

おおつぼ けいこ 大　坪　桂　子 ７階 ９ 招待 福岡県

おおつぼ けいすい 大　坪　溪　水 ８階 １５ 秀抜選 鹿児島県

おおにし きくえ 大　西　きくゑ ７階 ４ 代表 香川県

おおの しょううん 大　野　祥　雲 ７階 ４ 代表 高知県

おおはし えいか 大　橋　永　佳 ７階 ９ 招待 佐賀県

おおひら まさあき 大　平　匡　昭 ７階 ２ 代表 東京都

おおぶち てつぎゅう 大　淵　鐵　牛 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

おか けんせき 岡　　　絹　石 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

おか そうげん 岡　　　桑　玄 ７階 ９ 招待 福岡県

おか ゆかり 岡　　　由香里 ８階 １５ 秀抜選 大分県

おかだ けいせつ 岡　田　契　雪 ７階 ２ 代表 東京都

おかだ なおき 岡　田　直　樹 ７階 ４ 代表 大阪府

おがた そうぎょく 緒　方　桑　玉 ８階 １５ 秀抜選 熊本県

おかの なんてい 岡　野　楠　亭 ７階 ４ 代表 三重県

おかもと あい 岡　本　　　愛 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

おかもと てんきゅう 岡　本　天　穹 ８階 １６ 秀抜選 山口県

おがわ ずいしん 小　川　瑞　心 ８階 １５ 秀抜選 沖縄県

おくもと るみ 奥　元　瑠　美 ８階 １５ 秀抜選 福岡県

おくやま きよう 奥　山　輝　陽 ７階 ９ 招待 鹿児島県

おくやま よしはる 奥　山　義　治 ７階 ７ 委嘱 長崎県

おぐら そうけん 小　倉　窓　筧 ７階 ９ 招待 山口県

おざき そうせき 尾　崎　蒼　石 ７階 ４ 代表 大阪府

おざき ぼくどう 尾　崎　木　堂 ７階 １０ 招待 長崎県

おざき ゆうほう 尾　崎　邑　鵬 ７階 １ 巨匠 大阪府

おさだ さちこ 長　田　幸　子 ７階 ９ 招待 福岡県

おだ あつこ 織　田　温　子 ８階 １５ 秀抜選 佐賀県

おの こうけい 小　野　光　谿 ７階 １０ 招待 福岡県

おばた しゅうせい 小　畠　秋　聲 ７階 ９ 招待 福岡県
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よみ姓 よみ号 姓　号 ランク 都道府県展示室

か かい かこう 甲　斐　華　香 ８階 １５ 秀抜選 熊本県

かい みょうこう 甲　斐　妙　光 ８階 １６ 秀抜選 大分県

かきもと いっか 柿　本　一　樺 ８階 １６ 秀抜選 大分県

かきもと きゅうほう 柿　本　求　峰 ７階 １０ 招待 福岡県

かくもと せいさん 角　元　正　燦 ７階 ２ 代表 東京都

かごしま ぎょくふう 鹿児島　玉　楓 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

かさぎ えいほう 笠　置　瑛　峰 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

かじやま かしゅう 梶　山　夏　舟 ７階 ４ 代表 愛知県

かせだ けいちく 加世田　溪　竹 ７階 ７ 委嘱 鹿児島県

かたやま あきこ 片　山　昭　子 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

かっち けいすい 甲　地　敬　水 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

かつやま ゆうこ 勝　山　優　子 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

かとう かんげつ 加　藤　寒　月 ７階 １０ 招待 大分県

かとう しか 加　藤　子　華 ７階 ４ 代表 三重県

かなざわ こうえん 金　澤　郊　苑 ７階 １０ 招待 福岡県

かなまる かしん 金　丸　華　心 ７階 １０ 招待 宮崎県

かねこ きょうせい 金　子　京　聖 ７階 １０ 招待 福岡県

かねこ りゅうすい 金　子　柳　水 ７階 １０ 招待 福岡県

がべ ぎょくしゅう 我　部　玉　萩 ７階 １０ 招待 沖縄県

かみぞの めいこ 神　園　明　子 ７階 １０ 招待 熊本県

かやの しゅんよう 萱　野　春　陽 ７階 ７ 委嘱 福岡県

かわかみ かずこ 川　上　和　子 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

かわた みわこ 河　田　三和子 ７階 １０ 招待 熊本県

かわなみ いしょう 川　波　猗　嶂 ７階 １０ 招待 福岡県

かわにし ぼくどう 河　西　樸　堂 ７階 ４ 代表 東京都

かわむら れいほう 河　村　靈　峰 ８階 １６ 秀抜選 大分県

かわもと ようこ 川　本　陽　子 ７階 １０ 招待 熊本県

かん えみ 簡　　　恵　美 ７階 １０ 招待 福岡県

き きたさき せいえん 北　﨑　星　苑 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

きたの せつざん 北　野　攝　山 ７階 ４ 代表 奈良県

きたばやし はくせん 北　林　珀　泉 ８階 １６ 秀抜選 宮崎県

きたむら きゅうほう 北　村　久　峰 ７階 １０ 招待 福岡県

きたやま えいせん 北　山　英　泉 ８階 １６ 秀抜選 長崎県

きど ちょうえん 木　戸　澄　苑 ８階 １６ 秀抜選 長崎県

きど むつみ 城　戸　　　睦 ８階 １６ 秀抜選 福岡県

きとう しょううん 鬼　頭　翔　雲 ７階 ４ 代表 三重県

きのした ゆうわ 木　下　友　和 ８階 １６ 秀抜選 大分県

きむら みちこ 木　村　通　子 ７階 ４ 代表 滋賀県

きよはら たいりゅう 清　原　大　龍 ７階 １０ 招待 福岡県

く くいせこ はくじゅ 杭　迫　柏　樹 ７階 １ 巨匠 京都府

くさの こうげつ 草　野　煌　月 ７階 １０ 招待 佐賀県

くすき きっか 楠　　　菊　華 ８階 １６ 秀抜選 鹿児島県

くつかけ すいげつ 沓　掛　翠　月 ８階 １６ 秀抜選 大分県

くどう すうほう 工　藤　崇　峰 ７階 １０ 招待 福岡県

くぼ なんすい 久　保　南　翠 ７階 １０ 招待 鹿児島県

くぼ れいよう 久　保　麗　羊 ８階 １６ 秀抜選 宮崎県

くぼい けいわ 窪　井　恵　和 ８階 １６ 秀抜選 山口県

くりばやし みちこ 栗　林　美智子 ７階 １０ 招待 福岡県
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く くろいわ ごしゅう 黒　岩　梧　舟 ８階 １６ 秀抜選 宮崎県

くろいわ さんけい 黒　岩　三　溪 ８階 １６ 秀抜選 大分県

くろだ きよかず 黒　田　清　和 ８階 １７ 秀抜選 熊本県

くろだ けんいち 黒　田　賢　一 ７階 １ 巨匠 兵庫県

こ こうき ひろと 幸　喜　洋　人 ７階 １０ 招待 沖縄県

こうろぎ とうせん 興　梠　桐　蟬 ８階 １７ 秀抜選 宮崎県

こが せいらん 古　賀　正　蘭 ７階 １０ 招待 佐賀県

こき せいかん 古　木　青　翰 ７階 １１ 招待 福岡県

こぞの こうし 小　園　洸　芝 ８階 １７ 秀抜選 鹿児島県

こたけ せきうん 小　竹　石　雲 ７階 ４ 代表 岡山県

ごとう かくしん 後　藤　鶴　心 ８階 １７ 秀抜選 大分県

こばやし いちろう 小　林　一　郎 ７階 １１ 招待 福岡県

こはら どうじょう 小　原　道　城 ７階 ４ 代表 北海道

こんどう しほう 近　藤　紫　鳳 ７階 １１ 招待 福岡県

こんどう ひろこ 近　藤　浩　乎 ７階 ５ 代表 愛知県

さ さいとう かずえ 斉　藤　佳津恵 ８階 １５ 秀抜選 熊本県

さかい ひろこ 阪　井　浩　子 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

さかい まさこ 酒　井　雅　子 ８階 １７ 秀抜選 長崎県

さかもと ぎんしゅう 坂　本　吟　秋 ８階 １７ 秀抜選 熊本県

さかもと しこう 坂　元　紫　香 ７階 １１ 招待 福岡県

さかもと せいけい 坂　本　晴　溪 ８階 １７ 秀抜選 長崎県

さがわ しゅうよう 佐　川　秀　陽 ８階 １７ 秀抜選 山口県

さぎむら しんしょう 鷺　村　真　照 ８階 １７ 秀抜選 長崎県

ささき こうえん 佐々木　宏　遠 ７階 ４ 代表 京都府

ささくら りょうせき 笹　倉　凌　石 ７階 １０ 招待 大分県

さっか じゅんこ 目　　　純　子 ７階 １１ 招待 山口県

さとう こうう 佐　藤　虹　雨 ７階 １１ 招待 大分県

さとう しほ 佐　藤　紫　甫 ８階 １７ 秀抜選 大分県

さとう せいほう 佐　藤　晴　峯 ７階 １１ 招待 大分県

し しおづか しゅうよう 塩　塚　舟　葉 ７階 １１ 招待 福岡県

しき としみつ 志　岐　敏　光 ７階 １１ 招待 佐賀県

しげた ほううん 茂　田　芳　雲 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

しだ ひさこ 師　田　久　子 ７階 ２ 代表 東京都

しのはら まりこ 篠　原　真利子 ７階 １１ 招待 福岡県

しば しょうすい 芝　　　松　翠 ７階 ４ 代表 兵庫県

しまぶくろ りょうえん 島　袋　涼　園 ７階 １０ 招待 沖縄県

しみず とうせき 清　水　透　石 ７階 ３ 代表 東京都

しむら みょうせき 師　村　妙　石 ７階 ２ 代表 福岡県

しむら りゅうけい 師　村　立　卿 ７階 １１ 招待 福岡県

しもがわ しゅんせん 下　川　春　扇 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

しもがわ そうでん 下　川　蒼　田 ７階 １１ 招待 福岡県

しもや ようこ 下　谷　洋　子 ７階 ５ 代表 群馬県

しらい しゅうか 白　井　琇　華 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

しらいし こうらん 白　石　香　蘭 ７階 １１ 招待 熊本県

しらかわ こうせん 白　川　虹　泉 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

しらはま かえん 白　浜　華　苑 ７階 １１ 招待 福岡県

しろま こうぎょく 城　間　紅　玉 ７階 １１ 招待 沖縄県

しんたに こうりん 新　谷　虹　琳 ７階 １１ 招待 福岡県
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す すいた うんぽう 水　田　雲　峰 ８階 １７ 秀抜選 大分県

すえまつ すいそう 末　松　翠　艸 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

すずき いっけい 鈴　木　一　敬 ７階 ３ 代表 千葉県

すずき かくせい 鈴　木　鶴　聲 ８階 １７ 秀抜選 鹿児島県

すずき くみこ 鈴　木　久美子 ７階 １１ 招待 福岡県

すずき しゅんちょう 鈴　木　春　朝 ７階 ２ 代表 東京都

せ せいの はくどう 清　野　柏　堂 ８階 １７ 秀抜選 宮崎県

せき こうふう 関　　　香　風 ８階 １７ 秀抜選 鹿児島県

せき ごしん 関　　　吾　心 ７階 ５ 代表 東京都

せき しゅんよう 関　　　春　瑶 ８階 １８ 秀抜選 大分県

せきぐち しゅんぽう 関　口　春　芳 ７階 ５ 代表 千葉県

そ そえだ こうしん 添　田　耕　心 ７階 ７ 委嘱 鹿児島県

た たが しょうめい 多　賀　翔　鳴 ８階 １７ 秀抜選 大分県

たかおか ひろみ 髙　丘　裕　美 ７階 １１ 招待 福岡県

たかき せいう 髙　木　聖　雨 ７階 １ 巨匠 東京都

たかぎ あつひと 高　木　厚　人 ７階 ２ 代表 千葉県

たかしま けいか 髙　島　恵　花 ８階 １７ 秀抜選 熊本県

たかしら いっしゅう 田　頭　一　舟 ７階 ５ 代表 広島県

たかしら おうが 田　頭　央　 ７階 ５ 代表 広島県

たかた そうせき 髙　田　蒼　石 ７階 １１ 招待 熊本県

たかだ ゆうげん 高　田　幽　玄 ７階 １１ 招待 福岡県

たかの えいざん 高　野　英　山 ８階 １７ 秀抜選 熊本県

たかはし かくしゅう 髙　橋　郭　舟 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

たかはし くうこく 高　橋　空　谷 ７階 １１ 招待 大分県

たかはし すいけん 高　橋　翠　見 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

たかはし わふう 髙　橋　和　風 ８階 １７ 秀抜選 熊本県

たがわ きんすい 田　河　琴　翠 ８階 １７ 秀抜選 福岡県

たき せんいし 多　木　泉為子 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

たぐち せいき 田　口　菁　輝 ７階 １２ 招待 福岡県

たけうち ずいか 武　内　瑞　華 ８階 １８ 秀抜選 大分県

たけさき せんれい 竹　崎　千　麗 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

たけの わどう 竹　野　和　堂 ７階 １２ 招待 山口県

たじり はっか 田　尻　白　華 ８階 １７ 秀抜選 鹿児島県

たていし かしこ 立　石　加志子 ８階 １８ 秀抜選 宮崎県

たなか しげお 田　中　繁　雄 ８階 １８ 秀抜選 長崎県

たなか せつざん 田　中　節　山 ７階 ２ 代表 東京都

たなか ちっか 田　中　竹　華 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

たなか てつお 田　中　徹　夫 ７階 ５ 代表 兵庫県

たなか ほうりゅう 田　中　鳳　柳 ７階 ５ 代表 東京都

たのうえ けいさい 田　上　恵　彩 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

たはらばる しほう 田原春　紫　鳳 ７階 １２ 招待 福岡県

たむら わせん 田　村　和　泉 ８階 １８ 秀抜選 山口県

ためくに ほうえん 為　国　芳　園 ８階 １８ 秀抜選 山口県

たるもと じゅそん 樽　本　樹　邨 ７階 １ 巨匠 愛知県

ち ちゃえん こうよう 茶　圓　光　曄 ８階 １８ 秀抜選 鹿児島県

つ つがね よしくに 津　金　孝　 ７階 １ 巨匠 東京都

つきあし さいか 月　足　彩　花 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

つじもと だいうん 　元　大　雲 ７階 ２ 代表 千葉県
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つ つじもと ゆうえん 辻　元　邑　園 ７階 ３ 代表 大阪府

つちはし やすこ 土　橋　靖　子 ７階 １ 巨匠 東京都

つつみ ゆうこ 堤　　　裕　子 ７階 １２ 招待 福岡県

て てらしま ゆうせき 寺　島　邑　石 ７階 １２ 招待 長崎県

てらしま ゆうほ 寺　嶋　邑　浦 ７階 １１ 招待 長崎県

てらぞの きみえ 寺　園　公　惠 ７階 １２ 招待 鹿児島県

てらだ えいこ 寺　田　永以子 ８階 １８ 秀抜選 鹿児島県

と といた ときこ 砥　板　とき子 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

とうどう ひろこ 藤　堂　洋　子 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

とうぼう けいが 東　房　桂　芽 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

どうもと がじん 堂　本　雅　人 ７階 ５ 代表 和歌山県

どひ やすこ 土　肥　安　子 ８階 １８ 秀抜選 大分県

とみがはら なんかく 冨ヶ原　南　鶴 ８階 １８ 秀抜選 鹿児島県

とみた みちのぶ 冨　田　道　信 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

とりかい ぎょくすい 鳥　飼　玉　翠 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

な ないとう あきこ 内　藤　明　子 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

ないとう ふけい 内　藤　富　卿 ７階 ５ 代表 東京都

ないとう ぼうざん 内　藤　望　山 ７階 ５ 代表 東京都

なかがわ かつのり 中　川　勝　詔 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

なかがわ きょうじ 仲　川　恭　司 ７階 ２ 代表 埼玉県

なかじ かおり 中　路　佳保里 ７階 ５ 代表 京都府

なかしま しゅうえん 中　島　繡　苑 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

なかしま なんがく 中　島　南　岳 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 鹿児島県

ながた けいせい 永　田　恵　清 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

なかの ほくめい 中　野　北　溟 ７階 １ 巨匠 北海道

ながの せいらん 長　野　静　藍 ７階 １２ 招待 福岡県

なかばやし ろふう 中　林　蕗　風 ７階 ３ 代表 愛知県

なかむら うんりゅう 中　村　雲　龍 ７階 ５ 代表 埼玉県

なかむら こうげつ 中　村　江　月 ７階 １２ 招待 福岡県

なかむら しゅんよう 中　村　春　蓉 ７階 １２ 招待 大分県

なかむら てんけい 中　村　天　馨 ７階 ７ 委嘱 熊本県

なかむら てんこう 中　村　天　香 ７階 ７ 委嘱 熊本県

なかむら とこう 中　村　杜　江 ８階 １８ 秀抜選 長崎県

なかむら のぶお 中　村　伸　夫 ７階 ２ 代表 茨城県

なかむら ぼくしゅう 中　村　墨　秀 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

なかもと すがこ 仲　本　清　子 ７階 １２ 招待 沖縄県

ながもり そうきゅう 永　守　蒼　穹 ７階 ３ 代表 埼玉県

ならざき かしょう 楢　崎　華　祥 ７階 ５ 代表 東京都

なりきよ こうは 成　清　紅　葩 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

なるよし そうよう 成　吉　滄　耀 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

に にしい しゅううん 西　井　秀　雲 ７階 １２ 招待 宮崎県

にしたに しらん 西　谷　芝　蘭 ８階 １８ 秀抜選 福岡県

にしむら げんよう 西　村　玄　洋 ８階 １８ 秀抜選 宮崎県

にしむら じこう 西　村　自　耕 ７階 ５ 代表 大阪府

にしむら とうか 西　村　桃　霞 ７階 １２ 招待 大分県

にしむら とうけん 西　村　東　軒 ７階 ５ 代表 神奈川県

にしむら ようざん 西　村　耀　山 ８階 １９ 秀抜選 山口県

にしむら わこう 西　村　和　香 ７階 １２ 招待 宮崎県
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に にしもと むつこ 西　本　睦　子 ８階 １８ 秀抜選 熊本県

にしやま てつろ 西　山　鐵　廬 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

にたに たいほう 新　谷　泰　鵬 ７階 ５ 代表 奈良県

にのみや きんざん 二　宮　欣　山 ７階 ７ 委嘱 福岡県

にほ こうほう 二　保　香　峰 ８階 １９ 秀抜選 大分県

ね ねづ ゆうほう 根　津　雄　峰 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

の のだ きょうえん 野　田　杏　苑 ７階 ５ 代表 岩手県

のだ まさゆき 野　田　正　行 ７階 ２ 代表 福岡県

のなか しゅせき 野　中　朱　石 ７階 １２ 招待 福岡県

は はしぐち しゅけい 橋　口　朱　景 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

はしもと すいぎょく 橋　本　翠　玉 ８階 １９ 秀抜選 熊本県

はしもと りんちょう 橋　本　林　澄 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

はっとり けいふう 服　部　恵　風 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

はなぞの しゅんすい 花　圃　春　水 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

はま ともこ 濵　　　智　子 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

はまち しゅうよう 濵　地　秀　羊 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

はむろ さいうん 羽　室　彩　雲 ７階 １２ 招待 佐賀県

はらだ そうほう 原　田　桑　峰 ８階 １９ 秀抜選 宮崎県

ひ ひがの たく 日賀野　　　 ７階 ５ 代表 栃木県

ひびの みのる 日比野　　　実 ７階 ５ 代表 京都府

ひょうどう はっけい 兵　頭　白　慧 ７階 １２ 招待 福岡県

ひらかわ かずき 平　川　一　喜 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

ひらしま ちよこ 平　島　千代子 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

ひらはら そしん 平　原　素　心 ７階 １２ 招待 宮崎県

ふ ふくだ がけい 福　田　雅　慶 ８階 １９ 秀抜選 山口県

ふくだ こうげん 福　田　耕　玄 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

ふくみつ ゆうせき 福　光　幽　石 ７階 ６ 代表 大阪府

ふくもと こうよう 福　元　香　葉 ８階 １８ 秀抜選 鹿児島県

ふじい びそう 藤　井　美　颯 ８階 １８ 秀抜選 大分県

ふじおか とけい 藤　岡　都　逕 ７階 ３ 代表 奈良県

ふじき かえ 藤　木　香　江 ８階 １９ 秀抜選 佐賀県

ふじた かずこ 藤　田　和　子 ８階 １９ 秀抜選 佐賀県

ふじもと せきこ 藤　本　世紀子 ７階 １２ 招待 熊本県

ふじもと りょくふう 藤　本　緑　風 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

ふじわら しゅうか 藤　原　秀　華 ８階 １９ 秀抜選 佐賀県

ふなお けいせき 舟　尾　圭　碩 ７階 ６ 代表 和歌山県

へ べっぷ ちくか 別　府　竹　華 ８階 １９ 秀抜選 鹿児島県

ほ ほし こうどう 星　　　弘　道 ７階 １ 巨匠 東京都

ほそだ がこ 細　田　雅　估 ８階 １９ 秀抜選 山口県

ほり こうほう 堀　　　鴻　烽 ７階 １３ 招待 山口県

ほりえ ちくえい 堀　江　竹　影 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

ほんだ みほこ 本　田　美穂子 ８階 １９ 秀抜選 熊本県

ま まえじま せんしゅう 前　島　泉　洲 ７階 ６ 代表 大阪府

まがみ ぎどう 真　神　巍　堂 ７階 １ 巨匠 京都府

まつきよ しゅうせん 松　清　秀　仙 ７階 ２ 代表 鹿児島県

まつざき わせつ 松　﨑　和　雪 ８階 １９ 秀抜選 福岡県

まつした みつこ 松　下　光　子 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

まつだ たいとう 松　田　大　濤 ７階 １２ 招待 宮崎県
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ま まつたか ちづる 松　高　千　鶴 ７階 １２ 招待 熊本県

まつなが こうすい 松　永　晃　水 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

まつばら かずこ 松　原　和　子 ８階 １９ 秀抜選 山口県

まつばら こうせん 松　原　宏　仙 ７階 ７ 委嘱 福岡県

まつむら ぎょくせん 松　村　玉　泉 ７階 １２ 招待 長崎県

まつもと かしゅう 松　元　華　舟 ８階 １９ 秀抜選 鹿児島県

まつもと さいこう 松　本　采　耿 ７階 １２ 招待 福岡県

まつもと せきしゅう 松　元　碩　洲 ７階 １２ 招待 鹿児島県

まみづか じゅん 馬見塚　　　淳 ８階 １９ 秀抜選 大分県

まるの りみ 丸　野　理　美 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

まるばやし ぎょくほう 丸　林　玉　芳 ７階 １３ 招待 福岡県

まんしょう のりちか 満　生　憲　親 ７階 １３ 招待 福岡県

み みき せいうん 三　木　清　雲 ７階 １３ 招待 福岡県

みずぐち よしのり 水　口　昌　紀 ７階 １３ 招待 鹿児島県

みなみ ひろゆき 南　　　裕　之 ７階 １３ 招待 宮崎県

みむら こうそん 三　村　香　邨 ８階 ２０ 秀抜選 佐賀県

みやけ そうしゅう 三　宅　相　舟 ７階 ６ 代表 東京都

みやざき きこう 宮　﨑　葵　光 ７階 ３ 代表 奈良県

みやざき じゅうん 宮　崎　壽　雲 ８階 １９ 秀抜選 長崎県

みやざき へきすい 宮　﨑　碧　翠 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

みやち けいふう 宮　地　恵　楓 ８階 １９ 秀抜選 山口県

みやもと こうしゅう 宮　本　香　舟 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

みわ れいざん 三　輪　鈴　山 ８階 ２０ 秀抜選 宮崎県

む むらい ほうえん 村　井　芳　苑 ７階 １３ 招待 山口県

むらかみ がざん 村　上　俄　山 ７階 ３ 代表 広島県

むろい げんしょう 室　井　玄　聳 ７階 ６ 代表 神奈川県

も もうり とくこう 毛　利　徳　香 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

もがみ かと 最　上　香　登 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

もがみ せいざん 最　上　静　山 ７階 １３ 招待 長崎県

もちづき わふう 望　月　和　風 ７階 ６ 代表 京都府

もとたに きょうこ 元　谷　京　子 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

もとなみ しずえ 本　浪　　枝 ７階 １３ 招待 福岡県

もり きざん 森　　　岐　山 ７階 １３ 招待 長崎県

もりかわ せいよう 森　川　星　葉 ７階 ６ 代表 岡山県

もりき けいすい 森　木　渓　水 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

もりしま りゅうほう 森　嶋　隆　鳳 ７階 ６ 代表 奈良県

もりた ずいか 森　田　瑞　華 ７階 １３ 招待 佐賀県

もりた ひこしち 森　田　彦　七 ７階 ６ 代表 奈良県

もりやま なんとう 森　山　南　斗 ７階 １３ 招待 佐賀県

や やぎ さんれい 八　木　山　鈴 ７階 ６ 代表 大阪府

やすだ えつこ 安　田　悦　子 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

やすだ ぶんそん 安　田　文　邨 ８階 ２０ 秀抜選 宮崎県

やすたけ とみこ 安　竹　登美子 ７階 １３ 招待 熊本県

やすもと しきょく 安　元　紫　旭 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

やた しょうとう 矢　田　照　濤 ７階 １３ 招待 山口県

やなぎ とうせつ 柳　　　涛　雪 ７階 ６ 代表 神奈川県

やの らいざん 矢　野　莱　山 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

やひろ わしゅう 八　尋　和　舟 ７階 １３ 招待 山口県
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や やまうち のぶこ 山　内　伸　子 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

やまうら はくしゅう 山　浦　柏　秀 ８階 ２０ 秀抜選 宮崎県

やまぐち いっぷう 山　口　逸　風 ７階 １３ 招待 長崎県

やまぐち こううん 山　口　耕　雲 ７階 ２ 代表 佐賀県

やまぐち てんすい 山　口　天　水 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

やました おさむ 山　下　　　修 ８階 ２０ 秀抜選 鹿児島県

やました じょせん 山　下　如　仙 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

やました ちくすい 山　下　竹　翠 ８階 ２０ 秀抜選 佐賀県

やました らんよう 山　下　藍　瑤 ８階 ２０ 秀抜選 大分県

やましろ そうすい 山　城　艸　翠 ７階 １３ 招待 沖縄県

やまだ えいせん 山　田　映　泉 ７階 １３ 招待 佐賀県

やまだ ほうしゅう 山　田　寶　舟 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

やまなか すいこく 山　中　翠　谷 ７階 ６ 代表 埼玉県

やまね こうせい 山　根　亙　清 ７階 ６ 代表 兵庫県

やまもと いちゆ 山　本　一　遊 ７階 １３ 招待 山口県

やまもと こうそん 山　本　高　邨 ７階 ６ 代表 奈良県

やまもと さいおう 山　本　彩　央 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

やまもと しんすい 山　本　真　翠 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

やまもと だいえつ 山　本　大　悦 ７階 ６ 代表 大阪府

やまもと とくしゅう 山　本　徳　舟 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

やまもと ゆううん 山　本　悠　雲 ７階 ６ 代表 京都府

ゆ ゆげ みえこ 弓　削　三重子 ８階 ２０ 秀抜選 宮崎県

ゆじ せいほう 湯　地　菁　峰 ７階 １３ 招待 宮崎県

よ よこやま こうへい 横　山　煌　平 ７階 ２ 代表 兵庫県

よしかわ しょうせん 吉　川　蕉　仙 ７階 ３ 代表 京都府

よしかわ みえこ 吉　川　美恵子 ７階 ６ 代表 奈良県

よしざわ たいじゅん 吉　澤　大　淳 ７階 ６ 代表 長野県

よしざわ てつし 吉　澤　鐵　之 ７階 ６ 代表 茨城県

よしざわ りゅうせき 吉　澤　劉　石 ７階 ６ 代表 岐阜県

よしだ けいじゅ 吉　田　敬　寿 ８階 ２０ 秀抜選 長崎県

よしだ しげよし 吉　田　成　美 ７階 ２ 代表 福岡県

よしはら せいえん 吉　原　静　苑 ７階 １３ 招待 福岡県

よしむら のぶえ 吉　村　宣　枝 ７階 ７ 委嘱 福岡県

よしむら もとこ 吉　村　素　子 ７階 １３ 招待 熊本県

よしむら よしこ 吉　村　良　子 ８階 ２０ 秀抜選 熊本県

り りゅう げんかい 龍　　　玄　海 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

りん かざん 林　　　華　山 ８階 １７ （展示台） 秀抜選 福岡県

わ わかまつ りょうこ 若　松　凉　子 ８階 ２０ 秀抜選 鹿児島県

わたなべ かいざん 渡　部　會　山 ７階 ６ 代表 神奈川県

わたなべ かせん 渡　部　華　仙 ７階 １３ 招待 大分県

わたなべ ぶんか 渡　部　文　華 ８階 ２０ 秀抜選 福岡県

わたひき とうてん 綿　引　滔　天 ７階 ６ 代表 埼玉県

わなか かんどう 和　中　簡　堂 ７階 ３ 代表 千葉県

－10－


