
よみ姓 よみ名 ランク 都道府県

あいかわ ちょうこう 相　川　澄　江 １０ 招待 埼玉県

あいかわ とうしょう 会　川　東　翔 ３０ 秀抜選 埼玉県

あいき さゆり 相　木　小百合 前期 ５１ 公募 千葉県

あいの せいせん 相　野　　泉 ３０ 秀抜選 長野県

あいはた かしゅう 相　畑　華　秀 ３０ （展示台） 秀抜選 岩手県

あいべ しょうか 相　部　小　香 １０ 招待 神奈川県

あおう せつこ（ふすい） 粟　生　節　子 （富水） 前期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

あおき いつこ（こうゆう） 青　木　一　子 （香遊） 前期 ５１ 公募 兵庫県

あおき けいぎょく 青　木　桂　玉 １０ 招待 静岡県

あおき しほう 青　木　志　芳 ３０ 秀抜選 東京都

あおき せっぽう 青　木　雪　峰 ３０ 秀抜選 静岡県

あおき ちょうせつ 青　木　聴　雪 １０ 招待 東京都

あおき とうか 青　木　橙　華 ３０ 秀抜選 東京都

あおき れいこ（きょうせん） 青　木　玲　子 （響泉） 前期 ５１ 公募 東京都

あおち やすこ（ほうよう） 青　地　康　子 （芳耀） 前期 ５１ 公募 北海道

あおの てっしょう 青　野　鐵　象 １０ 招待 静岡県

あおの ゆみ 青　野　有　美 ３０ 秀抜選 神奈川県

あおやぎ えつざん 青　栁　越　山 ３０ 秀抜選 新潟県

あおやぎ しょううん 青　柳　祥　雲 １０ 招待 山形県

あおやぎ しょうふう 青　柳　祥　風 １０ 招待 東京都

あおやぎ りょくすい 青　栁　緑　水 ３０ 秀抜選 埼玉県

あおやま しゅうへい 青　山　周　平 前期 ５１ 公募 埼玉県

あおやま ひろゆき 青　山　浩　之 １０ 招待 神奈川県

あおやま みずえ 青　山　瑞　恵 前期 ５１ （展示台） 公募 広島県

あかい けいちゅう 赤　井　經　忠 １０ 招待 神奈川県

あかおぎ ほくしゅう 赤　荻　北　州 １０ 招待 埼玉県

あかさか りこ（ようりん） 赤　坂　莉　子 （陽凛） 前期 ５１ 公募 北海道

あかさわ やすお 赤　澤　寧　生 １０ 招待 栃木県

あかし さちこ 明　石　幸　子 １０ 招待 埼玉県

あかし ちょうとう 明　石　聴　濤 ２ 代表 兵庫県

姓　名 展　示　室

あ
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

あかつ だいすけ（ゆうさい） 赤　津　大　輔 （幽齋） 前期 ５１ 公募 東京都

あがつま えみ 我　妻　依　美 ３０ 秀抜選 埼玉県

あかひら たいしょ 赤　平　泰　処 ２ 代表 東京都

あかふじ ほくさい 赤冨士　北　祭 １０ 招待 東京都

あきさわ ともえ 秋　澤　朋　愛 前期 ５１ 公募 神奈川県

あきた しゅうすい 秋　田　秀　穂 ３０ 秀抜選 山形県

あきた そほう 秋　田　素　鳳 ６ 東京展委嘱 神奈川県

あきもと こうう 秋　本　耿　雨 ６ 東京展委嘱 神奈川県

あきやま えつこ 秋　山　英津子 ７ 関西展委嘱 大阪府

あきやま かずこ（せいほう） 秋　山　和　子 （清芳） 前期 ５１ 公募 福岡県

あきやま かずや 秋　山　和　也 １０ 招待 茨城県

あきやま けいすい 秋　山　桂　翠 ３０ 秀抜選 埼玉県

あきやま さいか 秋　山　彩　華 １０ 招待 千葉県

あきやま しょうこ 秋　山　祥　湖 ３０ 秀抜選 千葉県

あきやま せいすい 秋　山　清　翠 ３０ 秀抜選 山梨県

あきやま たいせき 秋　山　苔　石 １０ 招待 埼玉県

あきやま めいか 秋　山　名　華 ３０ 秀抜選 栃木県

あさい すいぎょう 浅　井　翠　暁 ３０ 秀抜選 東京都

あさうみ あけみ 朝　海　明　美 前期 ５１ 公募 埼玉県

あさうみ のりこ 朝　海　典　子 前期 ５１ 公募 埼玉県

あさか れいほう 浅　香　麗　芳 ３０ 秀抜選 埼玉県

あさの かおり 浅　野　　　香 前期 ５１ 公募 大阪府

あさの さいほ 浅　野　彩　歩 ３０ 秀抜選 東京都

あさの しゅんけい 浅　野　峻　卿 ４０ （展示台） 秀抜選 長野県

あさば きよこ 浅　羽　紀代子 ３０ 秀抜選 神奈川県

あさはら せいせん 浅　原　晴　泉 １０ 招待 東京都

あさひや ろうほう 旭　谷　朗　抱 １０ 招待 神奈川県

あぜはら しょうか 畔　原　小　霞 ３０ 秀抜選 東京都

あそ ゆうこ 阿　曽　優　子 １０ 招待 東京都

あそう めいどう 朝　生　明　道 ３０ 秀抜選 埼玉県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

あだち しほう 足　達　紫　鳳 １０ 招待 東京都

あだち すいせん 足　立　翠　泉 １０ 招待 東京都

あだち せいほ 安　達　星　歩 ３０ 秀抜選 東京都

あだち みく 安　達　未　来 前期 ５１ 公募 三重県

あだちはら かけい 安達原　華　径 ３０ 秀抜選 静岡県

あぶかわ りょうこ 虻　川　良　子 前期 ５１ 公募 千葉県

あべ きょくしょう 阿　部　旭　祥 １０ 招待 山形県

あべ けいげつ 阿　部　馨　月 ３０ 秀抜選 神奈川県

あべ しょうろ 阿　部　祥　廬 ４０ （展示台） 秀抜選 栃木県

あべ ともみ（しょうこう） 安　部　智　美 （蕉光） 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

あべ なおこ 阿　部　直　子 ３０ 秀抜選 埼玉県

あべ ふき 阿　部　菜　蕗 ３０ 秀抜選 北海道

あべ ゆきこ（せんそう） 安　部　由希子 （仙草） 前期 ５１ 公募 大阪府

あべ ようげん 阿　部　鷹　玄 ３１ 秀抜選 東京都

あべ よしみ 阿　部　嘉　美 １０ 招待 新潟県

あべ わかこ 阿　部　和加子 １０ 招待 北海道

あまがしま すいらん 天ヶ嶋　翠　蘭 １０ 招待 埼玉県

あまの げんちょう 天　野　玄　鳥 ３０ 秀抜選 東京都

あまの まさゆき 天　野　正　之 ３０ 秀抜選 静岡県

あまるめ さいか 餘　目　彩　佳 ３０ （展示台） 秀抜選 岩手県

あめみや せいせん 雨　宮　聖　泉 ３１ 秀抜選 東京都

あゆざわ じょうこう 鮎　澤　乗　光 ３１ 秀抜選 神奈川県

あらい あきえ 新　井　昭　江 ２６ （展示台） 招待 埼玉県

あらい こうふう 新　井　光　風 １ 巨匠 埼玉県

あらい さとみ 新　井　里　実 前期 ５１ 公募 埼玉県

あらい しゅかく 荒　井　珠　鶴 ３０ 秀抜選 栃木県

あらい せんしゅう 新　井　茜　舟 ６ 東京展委嘱 東京都

あらい みゆき 新　井　美由紀 ３１ 秀抜選 埼玉県

あらい ももこ 荒　井　桃　子 前期 ５１ 公募 東京都

あらい ようざん 荒　井　湧　山 １０ 招待 東京都
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

あらい りすい 新　井　利　水 ３１ 秀抜選 埼玉県

あらき たかし（ゆうばく） 荒　木　　　崇 （游莫） 前期 ５１ 公募 神奈川県

あらき ちなつ 荒　木　千　夏 前期 ５１ 公募 三重県

あらたに たいきゅう 荒　谷　大　丘 １０ 招待 東京都

あらふね りつこ 新　舟　律　子 １０ 招待 神奈川県

ありおか しゅんがい 有　岡　　崖 １ 代表 埼玉県

ありた けいこ 在　田　佳　子 ３０ 秀抜選 北海道

ありむら ちづこ（がふう） 有　村　ちづ子 （雅風） 前期 ５１ 公募 鹿児島県

あわづ こうか 粟　津　紅　花 ３１ 秀抜選 神奈川県

あわの くんぷう 粟　野　薫　風 １０ 招待 東京都

あんどう せいがく 安　藤　棲　嶽 ３１ 秀抜選 長野県

あんどう てきすい 安　藤　滴　水 ９ 中部展委嘱 愛知県

あんどう ほうそん 安　藤　豐　邨 ９ 中部展委嘱 愛知県

あんらく そのこ 安　楽　苑　子 前期 ５１ 公募 東京都

いいじま こうえん 飯　島　香　苑 １０ 招待 神奈川県

いいじま こうえん 飯　島　香　園 ３１ 秀抜選 埼玉県

いいじま ひょうこ 飯　島　冰　壷 １０ 招待 埼玉県

いいだ かずこ 飯　田　和　子 １０ 招待 東京都

いいだ けいこ 飯　田　桂　子 １１ 招待 茨城県

いいだ よしかず 飯　田　善　一 １１ 招待 千葉県

いいだか かずこ 飯　髙　和　子 ６ 東京展委嘱 千葉県

いいぬま びしょう 飯　沼　美　翔 ３１ 秀抜選 千葉県

いいの さいしん 飯　野　彩　心 ３１ 秀抜選 栃木県

いいはま しんせん 飯　濵　晋　川 １１ 招待 東京都

いがわ しゅうすい 井　川　萩　水 ３０ （展示台） 秀抜選 青森県

いけがめ じゅせん 池　龜　壽　泉 １１ 招待 東京都

いけがや てんがい 池　谷　天　外 １１ 招待 静岡県

いけぐち せいがく 池　口　聖　嶽 ３１ 秀抜選 長野県

いけざき ひろみ 池　﨑　浩　美 前期 ５１ 公募 福岡県

いけだ いくじん 池　田　毓　仁 ７ 関西展委嘱 奈良県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

いけだ えいせん 池　田　映　川 １１ 招待 埼玉県

いけだ えんぎょく 池　田　宛　玉 １１ 招待 長野県

いけだ くんしゅう 池　田　薫　秀 １１ 招待 千葉県

いけだ けいせん 池　田　恵　泉 ３１ 秀抜選 群馬県

いけだ けいほう 池　田　桂　鳳 １ 巨匠 京都府

いけだ さおり（さおり） 池　田　さおり （左織） 前期 ５３ （展示台） 公募 東京都

いけだ すいうん 池　田　翠　雲 １１ 招待 群馬県

いけだ ちゆき 池　田　千　幸 前期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

いけだ としこ 池　田　とし子 １１ 招待 千葉県

いけだ のぶまさ（むすい） 池　田　延　正 （無水） 前期 ５１ 公募 東京都

いけだ はるこ 池　田　晴　子 １０ 招待 神奈川県

いけだ ひろこ 池　田　廣　子 ３１ 秀抜選 東京都

いけだ ほうすい 池　田　芳　翠 １１ 招待 茨城県

いしい えいしゅう 石　井　瑛　舟 ３１ 秀抜選 千葉県

いしい えんせん 石　井　　泉 ３１ 秀抜選 東京都

いしい けいえん 石　井　蕙　園 １１ 招待 千葉県

いしい こうは 石　井　紅　葩 ３１ 秀抜選 神奈川県

いしい しゅうほ 石　井　秋　圃 ３１ 秀抜選 千葉県

いしい ちくか 石　井　竹　華 １１ 招待 秋田県

いしい ともえ 石　井　知　恵 前期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

いしい はやみ 石　井　隼　美 １１ 招待 神奈川県

いしい みと 石　井　美　登 ３１ 秀抜選 神奈川県

いしい みゆき 石　井　美　雪 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

いしい りょくふう 石　井　緑　風 ３１ 秀抜選 千葉県

いしがき ゆきこ（ゆうせん） 石　垣　優貴子 （優泉） 前期 ５１ 公募 宮城県

いしかわ けいか 石　川　桂　花 ３１ 秀抜選 埼玉県

いしかわ けいこ 石　川　敬　子 前期 ５１ 公募 愛知県

いしかわ しょうぎょく 石　川　昇　玉 １１ 招待 東京都

いしかわ しりゅう 石　川　史　流 １１ 招待 東京都

いしかわ せいきゅう 石　川　靑　邱 １１ 招待 東京都
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

いしかわ せいすい 石　川　清　翠 １１ 招待 静岡県

いしかわ せいふう 石　川　清　風 １１ 招待 埼玉県

いしかわ せんしゅう 石　川　茜　舟 １１ 招待 茨城県

いしかわ りゅうほう 石　川　流　芳 １１ 招待 東京都

いしかわ れいり 石　川　麗　里 ３１ 秀抜選 埼玉県

いしぐろ じこう 石　黒　自　耕 ３１ 秀抜選 長野県

いしげ けいどう 井　茂　圭　洞 １ 巨匠 兵庫県

いしげ じょすい 石　毛　如　水 １１ 招待 茨城県

いしざか まさひこ 石　坂　雅　彦 ６ 東京展委嘱 神奈川県

いしざわ とうう 石　澤　桐　雨 ６ 東京展委嘱 青森県

いしざわ みよこ（しゅうてい） 石　沢　美代子 （秀庭） 前期 ５１ 公募 東京都

いしず えんか 石　津　炎　霞 ４０ （展示台） 秀抜選 東京都

いしだ あんな 石　田　杏　菜 前期 ５１ 公募 埼玉県

いしだ うんかく 石　田　雲　鶴 ２ 代表 鳥取県

いしだ くみこ 石　田　久美子 ３１ 秀抜選 東京都

いしだ じゅせん 石　田　壽　扇 １１ 招待 東京都

いしだ まりこ 石　田　満里子 前期 ５１ 公募 京都府

いしだ みずき 石　田　瑞　季 前期 ５１ 公募 奈良県

いしづか けいちく 石　塚　溪　竹 ３１ 秀抜選 東京都

いしで なおこ 石　出　直　子 １１ 招待 東京都

いしとび はっこう 石　飛　博　光 １ 代表 東京都

いしの えみこ 石　野　ゑみ子 前期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

いしばし しげこ（じょしゅん） 石　橋　しげ子 （如春） 前期 ５１ 公募 福岡県

いしはら たいりゅう 石　原　太　流 ６ 東京展委嘱 神奈川県

いしはら みほ 石　原　美　歩 ３１ 秀抜選 山梨県

いしはら れいしゅん 石　原　玲　春 ３１ 秀抜選 神奈川県

いしぶち えみ 石　渕　江　美 １１ 招待 東京都

いしまる しんや 石　丸　真　弥 １１ 招待 東京都

いしむら けいしゅう 石　村　溪　舟 ３１ 秀抜選 群馬県

いしやま しょうよう 石　山　梢　葉 １１ 招待 石川県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

いしわら ひろこ 石　原　裕　子 １１ 招待 埼玉県

いずみ ちくせん 泉　　　竹　洗 ３１ 秀抜選 長野県

いずみ てんせん 泉　　　天　扇 １１ 招待 宮城県

いせ あさこ 伊　勢　麻　子 ３０ （展示台） 秀抜選 秋田県

いそ すいめい 磯　　　翠　茗 ２６ （展示台） 招待 栃木県

いその あさこ 礒　野　朝　子 １１ 招待 石川県

いだ ちさこ 井　田　智佐子 １１ 招待 東京都

いたがき がほう 板　垣　雅　峰 ２６ （展示台） 招待 山形県

いたくら けんしょう 板　倉　建　昇 ３１ 秀抜選 千葉県

いたに ごうん 井　谷　五　雲 ７ （展示台） 関西展委嘱 兵庫県

いたばし こうりょう 板　橋　煌　陵 １１ 招待 宮城県

いちかわ きくこ 市　川　希久子 前期 ５１ 公募 東京都

いちかわ ごうこ 市　川　豪　湖 ３１ 秀抜選 埼玉県

いちき あやこ（すいれい） 市　來　綾　子 （翆玲） 前期 ５１ 公募 鹿児島県

いちざわ せいざん 市　澤　静　山 １ 代表 埼玉県

いちのせ ひろこ 一ノ瀬　裕　子 前期 ５１ 公募 東京都

いちのへ ひさこ（しゅうこう） 一　戸　ひさ子 （秀光） 前期 ５１ 公募 青森県

いちむら せんか 市　村　千　花 ３１ 秀抜選 千葉県

いっしき はくせん 一　色　白　泉 ２ 代表 長野県

いっしき ひさこ 一　色　久　子 １１ 招待 埼玉県

いでさき りゆう 出　﨑　梨　邑 ３１ 秀抜選 神奈川県

いとう いっしょう 伊　藤　一　翔 １ 代表 兵庫県

いとう かしょう 伊　藤　嘉　祥 １０ 招待 東京都

いとう けいざん 伊　藤　景　山 ３３ （展示台） 秀抜選 青森県

いとう けいせつ 伊　藤　恵　雪 ３１ 秀抜選 秋田県

いとう こうほう 伊　藤　光　峰 ３１ 秀抜選 群馬県

いとう さしゅう 伊　藤　沙　舟 ３１ 秀抜選 岩手県

いとう じおん 伊　藤　慈　恩 １２ 招待 東京都

いとう しせん 伊　藤　紫　扇 ３２ 秀抜選 茨城県

いとう しょうせき 伊　藤　昌　石 ９ 中部展委嘱 愛知県

い

－7－
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いとう せいこう 伊　藤　青　光 ３２ 秀抜選 神奈川県

いとう せんゆう 伊　藤　仙　游 ２ 代表 岐阜県

いとう ひろゆき 伊　藤　裕　之 １２ 招待 山梨県

いとう まさかず 伊　藤　雅　一 １２ 招待 山梨県

いとみ けいなん 糸　見　溪　南 ８ 関西展委嘱 大阪府

いながき さちよ 稲　垣　佐千代 １２ 招待 東京都

いながき よしこ 稲　垣　賀　子 ３１ 秀抜選 神奈川県

いなだ しずこ 稲　田　静　子 １２ 招待 千葉県

いなだ じゅんこ 稲　田　純　子 前期 ５１ （展示台） 公募 兵庫県

いなば じゅんこ 稲　葉　淳　子 １２ 招待 東京都

いなば じょりゅう 稲　葉　如　龍 １２ 招待 埼玉県

いなば ゆか 稲　葉　由　華 １２ 招待 栃木県

いなむら りゅうこく 稲　村　龍　谷 ６ （展示台） 東京展委嘱 東京都

いなもり すみこ（しゅうえん） 稲　森　須美子 （秀苑） 前期 ５１ 公募 三重県

いなよし こうほう 稲　吉　香　峰 １２ 招待 長野県

いの ぎんこう 井　野　吟　紅 ９ 中部展委嘱 愛知県

いのう りゅうか 伊　能　柳　華 １２ 招待 埼玉県

いのうえ えいしょう 井　上　映　粧 ８ 関西展委嘱 兵庫県

いのうえ かせつ 井　上　可　雪 １０ 招待 埼玉県

いのうえ こうき 井　上　光　基 １２ 招待 茨城県

いのうえ しゅくえ 井　上　淑　恵 １２ 招待 埼玉県

いのうえ しょうけん 井　上　鐘　硯 ３１ 秀抜選 静岡県

いのうえ せいが 井　上　清　雅 ２ 代表 埼玉県

いのうえ ともみ 井　上　智　美 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

いのうえ なんがく 井之上　南　岳 ９ 九州展委嘱 鹿児島県

いのうえ ひろのり 井　上　広　登 １２ 招待 東京都

いのうえ まさたか 井　上　昌　隆 前期 ５１ 公募 愛知県

いのうえ ようか 井　上　蓉　花 ３２ 秀抜選 東京都

いのうえ ようそう 井　上　瑤　草 ３２ 秀抜選 静岡県

いのくち きょうこう 井　口　京　紅 ３２ 秀抜選 埼玉県
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いのまた みんてい 猪　股　眠　丁 １２ 招待 埼玉県

いば えいはく 伊　場　英　白 １２ 招待 千葉県

いばやし けんいち 伊　林　賢　一 前期 ５１ 公募 神奈川県

いほりさわ こうふう 菴　澤　幸　楓 ３２ 秀抜選 東京都

いまい けいほう 今　井　桂　芳 １２ 招待 東京都

いまい たいこう 今　井　泰　篁 ３２ 秀抜選 東京都

いまい ようか 今　井　陽　花 ３２ 秀抜選 千葉県

いまいずみ しょうほう 今　泉　祥　鳳 ３２ 秀抜選 千葉県

いまいずみ ふさこ 今　泉　房　子 ３１ 秀抜選 千葉県

いまおか よしこ（びれい） 今　岡　美　子 （美麗） 前期 ５１ 公募 東京都

いまがわ ほうしゅう 今　川　芳　舟 ３２ 秀抜選 富山県

いまむら きよみ 今　村　清　美 前期 ５１ 公募 福岡県

いまむら けいざん 今　村　桂　山 ２ 代表 福井県

いもせ まちよ（しんえん） 妹　背　真智代 （真苑） 前期 ５１ 公募 和歌山県

いりやま まさひろ 入　山　征　弘 ３２ 秀抜選 埼玉県

いわい いんてい 岩　井　韻　亭 ２ 代表 東京都

いわい ぎょくすい 岩　井　玉　翠 ３２ 秀抜選 埼玉県

いわい じゅんよう 岩　井　淳　耀 ３２ 秀抜選 千葉県

いわい しょういん 岩　井　笙　韻 ６ 東京展委嘱 東京都

いわい ひでき 岩　井　秀　樹 ６ 東京展委嘱 東京都

いわき いくよ 岩　城　郁　代 前期 ５１ （展示台） 公募 大阪府

いわさき ありよし 岩　崎　有　良 ３２ 秀抜選 栃木県

いわさき えいすい 岩　﨑　盈　水 １２ 招待 埼玉県

いわさき ゆい（ほうしん） 岩　崎　由　依 （峰秦） 前期 ５１ 公募 京都府

いわさき ゆうか 岩　崎　有　華 ３２ 秀抜選 東京都

いわしま がんぽう 岩　嶋　巖　峰 １２ 招待 神奈川県

いわしま くみこ 岩　島　久美子 ３１ 秀抜選 神奈川県

いわた かいどう 岩　田　海　道 ９ 九州展委嘱 福岡県

いわた まき 岩　田　真　紀 １２ 招待 石川県

いわた まゆみ 岩　田　真　弓 １２ 招待 神奈川県
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いわた みずな 岩　田　瑞　菜 前期 ５１ 公募 埼玉県

いわた めいりん 岩　田　明　倫 １２ 招待 静岡県

いわなが せいそん 岩　永　栖　邨 ２ 代表 兵庫県

いわにし いそづき 岩　西　磯　月 ３２ 秀抜選 千葉県

いわむら せつろ 岩　村　節　廬 ６ （展示台） 東京展委嘱 東京都

いわもと とうせい 岩　本　棠　静 ３３ （展示台） 秀抜選 埼玉県

いわもと みよこ 岩　本　美代子 ３２ 秀抜選 埼玉県

いわわき さが 岩　脇　佐　雅 １２ 招待 東京都

いんどう としこ 印　藤　俊　子 前期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

いんどう ろしゅう 印　東　蘆　舟 ３２ 秀抜選 千葉県

うえごもり どんぎゅう 上　籠　鈍　牛 １２ 招待 東京都

うえじょう まどか（けいふう） 上　條　まどか （蕙楓） 前期 ５１ 公募 京都府

うえだ えいこ（さいか） 上　田　えい子 （採花） 前期 ５１ 公募 東京都

うえだ しょうこ 上　田　昌　子 ３３ （展示台） 秀抜選 神奈川県

うえだ ほうすい 上　田　芳　翠 ３２ 秀抜選 神奈川県

うえだ みほこ（びれい） 上　田　美保子 （美嶺） 前期 ５２ 公募 熊本県

うえだ りえこ（すいぎょく） 植　田　利恵子 （翠玉） 前期 ５２ 公募 福岡県

うえの さんえい 上　野　杉　詠 １２ 招待 東京都

うえの ひさこ 上　野　久　子 ３２ 秀抜選 新潟県

うえはら しゅうよう 上　原　修　陽 １２ 招待 群馬県

うえはら まさこ 上　原　正　子 ３２ 秀抜選 東京都

うえまつ けいせん 上　松　桂　扇 １３ 招待 神奈川県

うえまつ りゅうしょう 植　松　龍　祥 ２ 代表 山形県

うしおだ ずいせつ 潮　田　瑞　摂 １２ 招待 東京都

うしくぼ ごじゅう 牛　窪　梧　十 １ 代表 埼玉県

うしざわ せきしょう 牛　澤　石　祥 ３２ 秀抜選 長野県

うずい けいか 宇　隨　恵　華 ３２ 秀抜選 東京都

うすき よしこ 薄　木　嘉　子 ７ 関西展委嘱 京都府

うすだ とうせん 薄　田　東　仙 ３ 代表 新潟県

うだ せいさ 宇　多　青　莎 １３ 招待 石川県

う
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うだがわ けいこ 宇田川　啓　子 ３２ 秀抜選 千葉県

うちかど りっか 内　門　律　華 １１ 招待 東京都

うちだ かずえ 内　田　員　江 １２ 招待 東京都

うちだ まいこ（しゅんらん） 内　田　万意子 （春蘭） 前期 ５２ 公募 兵庫県

うちだ まさこ 内　田　正　子 前期 ５２ 公募 千葉県

うちだ ようこ 内　田　洋　子 ３２ 秀抜選 東京都

うちのくら ばいこく 内之倉　梅　谷 １３ 招待 東京都

うちやま かくどう 内　山　確　堂 ３２ 秀抜選 長野県

うちやま かんざん 内　山　寒　山 １１ 招待 長野県

うちやま せんけい 内　山　茜　桂 ３３ （展示台） 秀抜選 岩手県

うつぎ けいせん 宇都木　桂　泉 ３２ 秀抜選 埼玉県

うつぎ ちよ 宇津木　千　代 ３２ 秀抜選 神奈川県

うつのみや ようこ 宇都宮　陽　子 前期 ５１ （展示台） 公募 広島県

うつみ ゆうこ 内　海　裕　子 ３２ 秀抜選 千葉県

うなか えみこ 卯　中　惠美子 ２６ （展示台） 招待 東京都

うの ちくぎょ 鵜　野　竹　魚 １３ 招待 長野県

うみの とうざん 海　野　涛　山 ３ 代表 千葉県

うみの ひろひさ 海　野　博　久 １３ 招待 東京都

うめはら せいざん 梅　原　清　山 １ 巨匠 東京都

うめはら ほうしゅん 梅　原　逢　春 １３ 招待 東京都

うらの とうりゅう 浦　野　東　龍 １３ 招待 埼玉県

うんどう かずあき 雲　藤　和　昭 前期 ５２ 公募 埼玉県

うんの じゅっぽう 海　野　十　方 １３ 招待 長野県

えかわ りか（かほう） 江　川　里　佳 （佳鳳） 前期 ５２ 公募 和歌山県

えぐち たいしょう 江　口　大　象 ２ 代表 大阪府

えだ すいほう 江　田　翠　峰 ３２ 秀抜選 栃木県

えとう きんこう 衛　藤　琴　光 ３２ 秀抜選 東京都

えとう しゅうじ（しゅうほう） 江　藤　秀　司 （秀峰） 前期 ５２ 公募 鹿児島県

えのきだ しょうふう 榎　田　祥　風 ３２ 秀抜選 静岡県

えのくら こうそん 榎　倉　香　邨 １ 巨匠 兵庫県

え
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えのもと けんしょう 榎　本　妍　象 ３２ 秀抜選 東京都

えのもと こせい 榎　本　壷　清 ３２ 秀抜選 千葉県

えのもと まき 榎　本　真　己 前期 ５２ 公募 愛知県

えばた しゅんとう 江　幡　春　涛 ６ 東京展委嘱 富山県

えはら けんざん 江　原　見　山 １３ 招待 埼玉県

えはら しこう 江　原　紫　光 ３２ 秀抜選 埼玉県

えびはら しこう 海老原　紫　香 ３３ 秀抜選 茨城県

えびはら しゅうきん 恵比原　琇　琴 ３２ 秀抜選 秋田県

えんどう えいきゅう 遠　藤　栄　久 １３ 招待 埼玉県

えんどう きょう 遠　藤　　　彊 ３ 代表 東京都

えんどう しほう 遠　藤　枝　芳 ６ 東京展委嘱 静岡県

えんどう しんさい 遠　藤　心　齋 １３ 招待 埼玉県

えんどう ただし 遠　藤　　　直 前期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

えんどう ときこ（ほうしゅう） 遠　藤　時　子 （舟） 前期 ５１ （展示台） 公募 埼玉県

えんどう のりみつ 遠　藤　慶　光 ４０ （展示台） 秀抜選 東京都

えんどう まさひろ 遠　藤　昌　弘 １３ 招待 東京都

えんどう ゆうせき 遠　藤　邑　石 １３ 招待 石川県

えんどう れいこ 遠　藤　玲　子 ３１ 秀抜選 神奈川県

おいかわ きんしゅう 及　川　琴　舟 ３３ 秀抜選 岩手県

おいぬま のりこ 生　沼　紀　子 ３２ 秀抜選 東京都

おおあい ぎょえん 大　愛　魚　苑 １２ （展示台） 招待 富山県

おおあし ほうしゅう 大　芦　芳　洲 ３３ 秀抜選 栃木県

おおあみ そうえん 大　網　爽　園 ３２ 秀抜選 千葉県

おおい がくりょう 大　井　岳　陵 １３ 招待 新潟県

おおい きょうこ（させつ） 大　井　京　子 （沙雪） 前期 ５２ 公募 東京都

おおい きんてい 大　井　錦　亭 １ 巨匠 東京都

おおい まい 大　井　麻　衣 前期 ５２ 公募 静岡県

おおいし しゅんぽう 大　石　俊　峯 ３２ 秀抜選 静岡県

おおいし せいこう 大　石　精　香 ３３ 秀抜選 神奈川県

おおいし ちせ 大　石　千　世 ６ 東京展委嘱 静岡県

お
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おおいし のりこ（しゅうすい） 大　石　教　子 （舟翠） 前期 ５２ 公募 和歌山県

おおいし みよこ 大　石　三世子 １３ 招待 東京都

おおうち じゅんこ 大　内　純　子 ３４ （展示台） 秀抜選 福島県

おおうち なおこ 大　内　直　子 前期 ５１ （展示台） 公募 福島県

おおうら せいれん 大　浦　清　漣 ３２ 秀抜選 宮城県

おおえ いわお（がくどう） 大　江　　　巌 （學堂） 前期 ５２ 公募 埼玉県

おおえ しおん 大　江　紫　苑 ３３ 秀抜選 宮城県

おおが もとこ 大　鋸　基　子 １３ 招待 神奈川県

おおかわ けいこ 太　川　啓　子 １３ 招待 東京都

おおかわ しりゅう 大　河　紫　流 １３ 招待 静岡県

おおかわ せいゆう 大　川　清　游 ３１ 秀抜選 茨城県

おおかわ まさゆき（きょしゅう） 大　川　雅　之 （巨舟） 前期 ５２ 公募 愛知県

おおかわと れいか 大川戸　棣　華 ３３ 秀抜選 千葉県

おおがわら せつこ 大河原　節　子 １３ 招待 岩手県

おおき そうしゅ 大　木　操　守 ３３ 秀抜選 千葉県

おおきだ すいこう 大木田　翠　香 １３ 招待 東京都

おおくぼ かてい 大久保　華　汀 ３３ 秀抜選 静岡県

おおこし しょうほう 大　越　松　峰 １３ 招待 山形県

おおさわ えいこ 大　澤　永　子 ３３ 秀抜選 東京都

おおさわ えいこ 大　澤　栄　子 前期 ５２ 公募 京都府

おおさわ しゅうほう 大　澤　鷲　峰 ３３ 秀抜選 静岡県

おおさわ しょうこう 大　澤　梢　光 １３ 招待 群馬県

おおさわ じょうざん 大　澤　城　山 ３ 代表 長野県

おおさわ ゆうこ（ゆうこう） 大　澤　祐　子 （祐香） 前期 ５２ 公募 愛知県

おおしま こうざん 大　島　皎　山 ３３ 秀抜選 長野県

おおしま じょうせつ 大　島　丈　雪 １３ 招待 茨城県

おおしま すいれい 大　島　翠　麗 ３３ 秀抜選 静岡県

おおすが さんよう 大須賀　三　葉 １３ 招待 神奈川県

おおた せいえん 太　田　静　苑 １４ 招待 静岡県

おおた そのみ（そのみ） 太　田　そのみ （苑美） 前期 ５２ 公募 神奈川県

お
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

おおた にすい 太　田　二　水 １４ 招待 東京都

おおた ほうう 大　田　鵬　雨 ８ 関西展委嘱 奈良県

おおた まさよ 太　田　真采世 ３３ 秀抜選 埼玉県

おおた わたる 大　田　　　亘 １４ 招待 富山県

おおたか せいほう 大　高　静　芳 ３３ 秀抜選 茨城県

おおたけ きせん 大　竹　氿　泉 １４ 招待 栃木県

おおたに かしゅう 大　谷　葭　舟 ３３ 秀抜選 東京都

おおつか かくえい 大　塚　鶴　影 ３３ 秀抜選 群馬県

おおつじ たきこ 大　辻　多希子 １４ 招待 群馬県

おおつぼ ちえみ 大　坪　智恵美 １４ 招待 千葉県

おおどなり ゆき 大　隣　由　起 ３３ 秀抜選 東京都

おおとも さつき 大　友　沙　月 ３４ （展示台） 秀抜選 岩手県

おおにし かずえ（ばいえん） 大　西　一　惠 （梅苑） 前期 ５２ 公募 鹿児島県

おおにし きくえ 大　西　きくゑ ３ 代表 香川県

おおぬき すいせい 大　貫　水　聲 １４ 招待 千葉県

おおの いさき 大　野　伊　咲 前期 ５２ 公募 千葉県

おおの さちこ 大　野　幸　子 ３３ 秀抜選 埼玉県

おおの しこう 大　野　紫　光 ３３ 秀抜選 福島県

おおの しょううん 大　野　祥　雲 ３ 代表 高知県

おおの ようこ 大　野　洋　子 前期 ５２ 公募 千葉県

おおば けいこ 大　場　恵　子 １４ 招待 千葉県

おおば こうほう 大　場　香　峰 ３３ 秀抜選 埼玉県

おおば じゅんこ 大　羽　順　子 前期 ５２ 公募 埼玉県

おおば はるみ 大　場　晴　美 １３ 招待 東京都

おおはし ひろゆき 大　橋　洋　之 ６ 東京展委嘱 山梨県

おおひら まさあき 大　平　匡　昭 １ 代表 東京都

おおみや さやか 大　宮　清　夏 ３４ （展示台） 秀抜選 岩手県

おおむら たかのり 大　村　貴　徳 ３３ 秀抜選 静岡県

おおもり てつ 大　森　　　 ６ 東京展委嘱 千葉県

おおもり ほうじょう 大　森　鳳　城 １４ 招待 千葉県

お
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

おおや なおこ 大　谷　直　子 ３３ 秀抜選 埼玉県

おおるい ほうせん 大　類　豊　泉 ３３ 秀抜選 山形県

おか けいこ（れいせん） 岡　　　佳　子 （玲泉） 前期 ５２ 公募 大阪府

おかざき せんよう 岡　崎　茜　葉 １４ 招待 山形県

おがさわら いっそう 小笠原　一　草 ３３ 秀抜選 青森県

おかだ けいせつ 岡　田　契　雪 １ 代表 東京都

おかだ すいこう 岡　田　翠　紅 ３３ 秀抜選 茨城県

おかだ なおき 岡　田　直　樹 ３ 代表 大阪府

おかだ めいよう 岡　田　明　洋 １２ 招待 静岡県

おかの なんてい 岡　野　楠　亭 ３ 代表 三重県

おかべ しえん 岡　部　子　燕 ３４ 秀抜選 栃木県

おかむら こうえん 岡　村　幸　苑 ３３ 秀抜選 長野県

おかもと らんせき 岡　本　藍　石 ８ 関西展委嘱 滋賀県

おがわ けいか 小　川　溪　華 １４ 招待 東京都

おがわ たいざん 小　川　對　山 １４ 招待 神奈川県

おがわ てんせん 小　川　天　泉 １４ 招待 埼玉県

おがわ ともお 小　川　朝　生 ３４ 秀抜選 千葉県

おがわ どんかい 小　川　呑　海 ３４ 秀抜選 埼玉県

おがわ まきこ（けいしゅう） 小　川　真紀子 （恵舟） 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

おがわ みよこ 小　川　みよ子 １４ 招待 東京都

おぎしま えり（しこう） 荻　島　恵　理 （紫興） 前期 ５２ 公募 福岡県

おぎそ いくこ 小木曽　郁　子 ６ 東京展委嘱 東京都

おきた ひろこ 沖　田　裕　子 前期 ５１ （展示台） 公募 神奈川県

おぎた こうざん 荻　田　光　山 １４ 招待 埼玉県

おぎの せいうん 荻　野　静　雲 １４ 招待 埼玉県

おぎはら ぎょくてい 荻　原　玉　汀 １４ 招待 東京都

おぎやま こうほう 荻　山　髙　峰 １４ 招待 東京都

おく せいけい 奥　　　清　谿 １４ 招待 静岡県

おくえ はるき 奥　江　晴　紀 １４ 招待 東京都

おくだ かずえ（れいか） 奥　田　一　枝 （麗花） 前期 ５２ 公募 熊本県

お
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

おくとみ かそん 奥　富　霞　村 １４ 招待 埼玉県

おくの としき 奥　野　寿　希 前期 ５２ 公募 三重県

おくの よしき 奥　野　芳　希 前期 ５２ 公募 三重県

おくむら たまえ 奥　村　珠　枝 前期 ５２ 公募 大阪府

おくやま たいれい 奥　山　泰　嶺 ３４ 秀抜選 埼玉県

おくやま びせん 奥　山　美　川 ３４ 秀抜選 東京都

おくやま よしはる 奥　山　義　治 ９ 九州展委嘱 長崎県

おぐら たろう 小　倉　太　郎 ３４ 秀抜選 千葉県

おさき せいそう 尾　﨑　清　爽 １４ 招待 千葉県

おざき しせい 尾　﨑　紫　惺 ７ 関西展委嘱 大阪府

おざき しとう 尾　﨑　之　搨 １４ 招待 埼玉県

おざき せいほう 尾　崎　静　鳳 １４ 招待 神奈川県

おざき そうせき 尾　崎　蒼　石 ３ 代表 大阪府

おざき ゆうほう 尾　崎　邑　鵬 １ 巨匠 大阪府

おざき ようこ 尾　崎　洋　子 １２ 招待 神奈川県

おざさ そうすい 小　笹　総　翠 ３４ 秀抜選 神奈川県

おさだ けいすい 長　田　啓　翠 １４ 招待 静岡県

おざわ あき 小　澤　亜　樹 前期 ５２ 公募 神奈川県

おざわ うんほう 小　澤　雲　峰 ３４ 秀抜選 神奈川県

おざわ せいえい 小　沢　青　瑛 ３４ 秀抜選 千葉県

おぜき さとみ 尾　関　里　美 ３４ 秀抜選 埼玉県

おだ めいせつ 小　田　明　雪 ３４ 秀抜選 神奈川県

おだわら すいほ 小田原　翠　浦 １４ 招待 千葉県

おち せんか 越　智　仙　華 ３４ 秀抜選 茨城県

おち ようこ 越　知　葉　子 前期 ５２ 公募 東京都

おちあい かずこ 落　合　伽寿子 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

おちだ こうせい 落　田　香　静 ３４ 秀抜選 神奈川県

おと まさゆき 尾　登　政　之 前期 ５１ （展示台） 公募 埼玉県

おにし まさなり 尾　西　正　成 ８ 関西展委嘱 京都府

おの けいせん 小　野　蹊　泉 ３４ 秀抜選 静岡県

お
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

おの けいゆう 小　野　啓　優 ３４ 秀抜選 富山県

おの こうか 小　野　江　華 １４ 招待 茨城県

おの こうりん 小　野　光　倫 ３４ 秀抜選 静岡県

おの こすい 小　野　壷　水 ３４ 秀抜選 千葉県

おの すいこ 小　野　翠　湖 ３３ 秀抜選 新潟県

おの すいふう 小　野　翠　風 １４ 招待 山形県

おの すいほう 小　野　翠　峰 ３４ 秀抜選 千葉県

おのうえ けい 尾　上　　　慶 １４ 招待 東京都

おのえ はくそん 尾　上　白　邨 １４ 招待 東京都

おのせ きざん 小野瀬　鬼　山 １４ 招待 茨城県

おば せいが 小　場　青　雅 ３３ 秀抜選 埼玉県

おばた みきこ 小　幡　幹　子 ３３ 秀抜選 東京都

おばな たいきょ 尾　花　太　虚 ２６ （展示台） 招待 埼玉県

おはら さとみ 小　原　さと美 前期 ５２ 公募 東京都

おばら てんしょう 小　原　天　簫 １５ 招待 千葉県

おびなた ほうえん 帯　向　芳　園 １５ 招待 東京都

おもと ひろみ 尾　本　浩　美 ３４ 秀抜選 石川県

おやま こうへい（そりゅう） 小　山　剛　平 （蘇龍） 前期 ５２ 公募 埼玉県

おりかわ つかさ 折　川　　　司 ６ 東京展委嘱 埼玉県

おりはら たえこ 折　原　妙　子 １４ 招待 神奈川県

おんだ せいげつ 恩　田　静　月 １５ 招待 埼玉県

かい ひろこ 甲　斐　裕　子 １５ 招待 東京都

かいぬま じゅこう 海　沼　寿　昂 １５ 招待 長野県

かいぬま りさい 海　沼　里　彩 ３４ 秀抜選 長野県

かがみ さいか 鏡　　　綵　華 ３４ 秀抜選 埼玉県

かがみ たまみ 各　務　珠　実 １５ 招待 東京都

かくもと せいさん 角　元　正　燦 １ 代表 東京都

かくら せきさい 鹿　倉　碩　齋 ７ 東京展委嘱 千葉県

かさい かずこ 笠　井　和　子 ３４ 秀抜選 神奈川県

かさい しんせん 笠　井　津　仙 １４ 招待 東京都

か
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かさい せいてい 葛　西　静　汀 ３４ 秀抜選 埼玉県

かさい ひなよ 葛　西　ひなよ 前期 ５２ 公募 神奈川県

かさじま かけい 笠　嶋　華　蕙 ４０ （展示台） 秀抜選 茨城県

かさはら かよこ 笠　原　加代子 前期 ５１ （展示台） 公募 東京都

かさはら せいうん 笠　原　聖　雲 ６ （展示台） 東京展委嘱 長野県

かさはら ほうせつ 笠　原　芳　雪 ３４ 秀抜選 東京都

かさはら みちこ 笠　原　美智子 前期 ５１ （展示台） 公募 福島県

かざま しょうすい 風　間　松　翠 １５ 招待 長野県

かじはら せんき 梶　原　千　煕 １５ 招待 東京都

かしま ますが（じゅきん） 鹿　嶋　ますが （寿琴） 前期 ５２ 公募 和歌山県

かしむら てきすい 鹿志村　滴　水 ３４ 秀抜選 茨城県

かじやま かしゅう 梶　山　夏　舟 ３ 代表 愛知県

かじやま せいとう 梶　山　盛　涛 ９ 中部展委嘱 愛知県

かしわ さとし 柏　　　　　聡 ３４ 秀抜選 北海道

かしわ ゆたか 柏　　　　　裕 ３５ 秀抜選 北海道

かしわぎ しこう 柏　木　紫　香 １２ （展示台） 招待 東京都

かしわばら けいせつ 柏　原　桂　雪 ３５ 秀抜選 東京都

かしわや ふみこ 柏　谷　富美子 １５ 招待 茨城県

かすが しおん 春　日　紫　苑 ３４ 秀抜選 東京都

かせだ けいちく 加世田　溪　竹 ９ 九州展委嘱 鹿児島県

かたしば せいほう 片　芝　青　 １５ 招待 東京都

かただ ひろよ 堅　田　弘　代 ３５ 秀抜選 茨城県

かたね こうえん 片　根　弘　園 ３５ 秀抜選 茨城県

かたばみ さきこ 方波見　早　子 前期 ５２ 公募 東京都

かたびら しほう 帷　子　紫　峰 １５ 招待 静岡県

かたやま のりこ（ようげつ） 片　山　典　子 （邀月） 前期 ５２ 公募 東京都

かち ひろこ（はくしん） 可　知　博　子 （白心） 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

かつた こうほう 勝　田　光　萌 ３４ 秀抜選 茨城県

かつやま かんさい 勝　山　歡　彩 １５ 招待 東京都

かとう けんいち 加　藤　憲　一 前期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

か
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かとう さんか 加　藤　杉　華 ３５ 秀抜選 千葉県

かとう しか 加　藤　子　華 ３ 代表 三重県

かとう しょういん 加　藤　昌　韻 １５ 招待 東京都

かとう すいえん 加　藤　翠　苑 ３５ 秀抜選 東京都

かとう すいてい 加　藤　翠　汀 ３５ 秀抜選 埼玉県

かとう せいえん 加　藤　清　炎 ３４ 秀抜選 東京都

かとう たいしょう 加　藤　大　翔 １５ 招待 東京都

かとう てるよ 加　藤　照　代 ３５ 秀抜選 神奈川県

かとう とうよう 加　藤　東　陽 ７ 東京展委嘱 埼玉県

かとう ひろし 加　藤　　　裕 ９ 中部展委嘱 愛知県

かとう ゆきみ（しおん） 加　藤　由紀美 （紫苑） 前期 ５２ （展示台） 公募 愛知県

かとう よしえ（きんげつ） 加　藤　宜　枝 （琴月） 前期 ５２ （展示台） 公募 広島県

かなうち そうこう 金　内　草　香 ３５ 秀抜選 茨城県

かなざわ れいせつ 金　澤　嶺　雪 １５ 招待 千葉県

かなしき しんぼう 金　敷　駸　房 １５ 招待 東京都

かなまる てんぽう 金　丸　天　放 １５ 招待 千葉県

かなや らいしょう 金　谷　雷　聲 ８ 関西展委嘱 広島県

かなやま こうた 金　山　晃　太 前期 ５２ 公募 三重県

かねうち しんしん 金　内　心　心 ３５ 秀抜選 千葉県

かねおか はくよう 兼　岡　白　葉 １５ 招待 千葉県

かねこ じしょう 金　子　慈　祥 １５ 招待 千葉県

かねこ そうげん 金　子　蒼　原 １５ 招待 埼玉県

かねこ だいぞう 金　子　大　蔵 ６ 東京展委嘱 東京都

かねこ てつし 金　子　轍　史 １５ 招待 埼玉県

かねこ ようこ 金　子　蓉　子 ３５ 秀抜選 神奈川県

かねた そうぎょく 金　田　艸　玉 １５ 招待 埼玉県

かねなり すいほう 金　成　翠　芳 ３５ 秀抜選 千葉県

かねはま ちくせん 金　濱　竹　泉 １５ 招待 岩手県

かねはま ゆうざん 金　濱　悠　山 １５ 招待 岩手県

かのう まきこ（まき） 加　納　真紀子 （麻木） 前期 ５２ 公募 東京都
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かのう れいこ 加　納　玲　子 ３５ 秀抜選 千葉県

かばさわ ゆうざん 樺　澤　雄　山 １５ 招待 東京都

かぶらき しゅこう 蕪　木　珠　紅 １５ 招待 東京都

かまがた びよう 鎌　形　美　容 ３５ 秀抜選 千葉県

かまた えり 鎌　田　恵　理 ３５ 秀抜選 千葉県

かまた きみこ 鎌　田　公　子 １５ 招待 埼玉県

かみじょう てつざん 上　條　哲　山 ３５ 秀抜選 長野県

かみせ ふみ（ふみ） 上　瀬　ふ　み （富峰） 前期 ５２ 公募 京都府

かみむら せんしょう 上　村　千　嶂 ３５ 秀抜選 栃木県

かみや ひろみ（うんけい） 神　谷　浩　美 （雲卿） 前期 ５２ 公募 静岡県

かみやま てんすい 上　山　天　遂 ２６ （展示台） 招待 北海道

かめい ゆうせん 亀　井　游　泉 ３５ 秀抜選 東京都

かめおか みえこ（びせん） 亀　岡　美恵子 （美泉） 前期 ５２ 公募 和歌山県

かめやま けいすい 亀　山　奎　水 １５ 招待 千葉県

かめやま まさえ 亀　山　真佐江 １５ 招待 埼玉県

かも ゆうは 賀　茂　悠　坡 １５ 招待 東京都

かもした ひさよ 鴨　下　比佐代 ３５ 秀抜選 千葉県

かもち こうたろう（たいが） 蒲　地　功太郎 （泰雅） 前期 ５２ 公募 神奈川県

かやの しゅんよう 萱　野　春　陽 ９ 九州展委嘱 福岡県

かやま とうこ 鹿　山　東　胡 ３５ 秀抜選 東京都

かるべ とうこう 軽　部　桃　香 ３４ （展示台） 秀抜選 秋田県

かろうじ みちこ 唐　牛　廸　子 １４ 招待 神奈川県

かわい げんぽう 川　合　玄　鳳 ９ 中部展委嘱 愛知県

かわい ようすけ 河　合　洋　輔 ３５ 秀抜選 東京都

かわうち せんしゅう 河　内　千　萩 ３５ 秀抜選 栃木県

かわうち はくほう 川　内　伯　豐 ４０ （展示台） 秀抜選 東京都

かわえ すいほう 河　江　翠　鳳 ３５ 秀抜選 静岡県

かわかみ なおこ（りょうせん） 川　上　直　子 （稜泉） 前期 ５２ 公募 大阪府

かわかみ のりこ 川　上　典　子 ３５ 秀抜選 長野県

かわかみ めいせき 川　上　鳴　石 １５ 招待 栃木県
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かわかみ りてい 川　上　梨　亭 ３５ 秀抜選 東京都

かわぐち あけみ（ようこう） 川　口　明　美 （葉香） 前期 ５２ 公募 福岡県

かわぐち しほう 川　口　紫　芳 ３７ （展示台） 秀抜選 新潟県

かわぐち せいちょう 川　口　青　澄 １６ 招待 東京都

かわぐち ようせつ 川　口　楊　雪 ３５ 秀抜選 千葉県

かわぐち りゅうは 川　口　流　坡 １５ 招待 神奈川県

かわくぼ まりこ（にょせつ） 川久保　真里子 （如雪） 前期 ５２ 公募 大阪府

かわさき ずいこう 川　﨑　瑞　香 ３５ 秀抜選 千葉県

かわさき たいかい 川　﨑　大　開 ８ 関西展委嘱 大阪府

かわさき のりこ 川　崎　典　子 １６ 招待 富山県

かわさき はるこ 川　崎　治　子 ３５ 秀抜選 東京都

かわさき ほうどう 河　﨑　鵬　堂 １６ 招待 東京都

かわさき ゆうこ 河　﨑　祐　子 ３５ 秀抜選 東京都

かわさき ゆうすい 川　崎　揖　穂 ３５ 秀抜選 東京都

かわしま こうきょう 川　島　香　竟 ３５ 秀抜選 千葉県

かわしま もうこ 川　嶋　毛　古 １６ 招待 千葉県

かわち くんぺい 河　内　君　平 １６ 招待 東京都

かわづ けいせん 川　津　恵　鮮 ３５ 秀抜選 千葉県

かわな しこう 川　名　思　孝 １６ 招待 埼玉県

かわにし ぼくどう 河　西　樸　堂 ３ 代表 東京都

かわのべ たいうん 川野邉　泰　雲 １６ 招待 茨城県

かわばた さき 川　端　沙　季 前期 ５２ 公募 三重県

かわばた まゆか 川　端　真由加 前期 ５２ 公募 三重県

かわはら かずのぶ（いっしゅう） 川　原　一　修 （一修） 前期 ５２ 公募 和歌山県

かわまた せつこ 河　又　世津子 ３５ 秀抜選 神奈川県

かわむら さいうん 川　村　彩　雲 ３５ 秀抜選 埼玉県

かわむら たけお 川　村　武　雄 後期 ５３ （展示台） 公募 埼玉県

かわむら ていせき 川　村　汀　石 １６ 招待 埼玉県

かわむら ぶんさい 川　村　文　齋 ３５ 秀抜選 長野県

かわむら りゅうしゅう 川　村　龍　洲 １６ 招待 長野県
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かわもと けいげつ 川　本　景　月 ３６ 秀抜選 千葉県

かわもと ともひさ（こうえつ） 川　本　友　久 （光越） 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

かわもと やすこ 川　本　靖　子 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

かん かくせん 管　　　鶴　泉 ３５ 秀抜選 埼玉県

かん こうはく 韓　　　孝　伯 ４１ （展示台） 秀抜選 東京都

かんさく かこう 神　作　花　紅 １６ 招待 宮城県

かんだ ほうしゅん 菅　田　萌　春 ３５ 秀抜選 埼玉県

かんたち けいこ 神　立　佳　子 ３６ 秀抜選 神奈川県

かんの しんせん 菅　野　深　泉 ３７ （展示台） 秀抜選 神奈川県

かんの たいせき 菅　野　苔　石 １６ 招待 山形県

かんばやし さんれい 上　林　三　玲 ８ 関西展委嘱 大阪府

きがみ ひろみ 木　上　裕　美 ３６ 秀抜選 神奈川県

きくち ぎょくせん 菊　地　玉　扇 １５ 招待 福島県

きくち さいゆう 菊　池　隹　右 １６ 招待 神奈川県

きくち すいてい 菊　池　翠　汀 １６ 招待 青森県

きくち せいう 菊　池　青　雨 ３６ 秀抜選 宮城県

きくち せいげつ 菊　地　菁　月 ３７ （展示台） 秀抜選 宮城県

きくち ときこ（けいすい） 菊　地　とき子 （恵水） 前期 ５２ 公募 千葉県

きくち なおこ 菊　池　尚　子 ３６ 秀抜選 千葉県

きくち ひろみ（ひろみ） 菊　池　ひろみ （比呂美） 前期 ５２ （展示台） 公募 福岡県

きくもと ようこ 菊　本　洋　子 ３６ 秀抜選 千葉県

きし かしゅう 岸　　　佳　舟 ３６ 秀抜選 東京都

きそ せいこう 木　曽　静　光 ３６ 秀抜選 神奈川県

きた けいほう 北　　　桂　芳 ３６ 秀抜選 神奈川県

きた せつこ 北　　　勢津子 １６ 招待 石川県

きた りょうこ（せいか） 北　　　涼　子 （青華） 前期 ５２ 公募 鹿児島県

きたざと ぼくせい 北　里　朴　聖 １６ 招待 埼玉県

きたざわ ぎょくてい 北　澤　玉　汀 １６ 招待 長野県

きたざわ すいこう 北　澤　翠　香 １６ 招待 千葉県

きたじま けいこ 北　島　啓　子 １６ 招待 長野県
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きたじま とみ（びすい） 北　島　登　美 （美翠） 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

きただ かしゅう 北　田　賀　舟 ３６ 秀抜選 東京都

きたの せつざん 北　野　攝　山 ３ 代表 奈良県

きたばやし とよあき（ほうかい） 北　林　豊　明 （豊海） 前期 ５２ 公募 東京都

きたはら せっぽう 北　原　雪　芳 ３６ 秀抜選 千葉県

きたみ たくや 北　見　琢　也 ３６ 秀抜選 神奈川県

きたむら しょうけい 北　村　祥　慶 １６ 招待 千葉県

きたむら めいゆう 北　村　明　游 ３６ 秀抜選 東京都

きたむら よしゆき 北　村　義　行 前期 ５２ 公募 東京都

きたやま せいこ 北　山　成　子 １６ 招待 茨城県

きたやま てんせき 北　山　転　石 ８ 関西展委嘱 奈良県

きど あやこ 木　戸　綾　子 １６ 招待 埼玉県

きど げんざん 城　戸　眩　山 １６ 招待 東京都

きど さいえん 木　戸　彩　苑 ３６ 秀抜選 東京都

きとう しょううん 鬼　頭　翔　雲 ３ 代表 三重県

きぬの ぎょくそう 絹　野　玉　艸 １６ 招待 富山県

きのした けいちく 木　下　惠　竹 ３６ 秀抜選 神奈川県

きのした しゅうすい 木　下　秀　翠 １４ 招待 神奈川県

きのした わてい 木　下　和　庭 １６ 招待 埼玉県

きまた りょういち 木　全　良　一 ２６ （展示台） 招待 東京都

きみづか みなこ 君　塚　咸　子 ３６ 秀抜選 東京都

きみなりた きんしゅう 君成田　菫　洲 ３５ 秀抜選 岩手県

きむら あきこ 木　村　明　子 ３５ 秀抜選 東京都

きむら えいこ（すいこう） 木　村　栄　子 （翠紅） 前期 ５２ 公募 東京都

きむら えつこ（せきせん） 木　村　悦　子 （関泉） 前期 ５２ 公募 千葉県

きむら がゆう 木　村　芽　裕 ３６ 秀抜選 東京都

きむら きい（きい） 木　村　き　い （貴衣） 前期 ５２ 公募 宮城県

きむら けいこ 木　村　啓　子 前期 ５２ 公募 東京都

きむら けんしょ 木　村　憲　処 １６ 招待 神奈川県

きむら しゅうげつ 木　村　秋　月 １５ 招待 東京都
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きむら じゅんこう 木　村　純　香 ３６ 秀抜選 茨城県

きむら すいけい 木　村　翠　径 ３６ 秀抜選 茨城県

きむら すいこう 木　村　翠　香 ３６ 秀抜選 青森県

きむら せんか 木　村　茜　佳 ３７ （展示台） 秀抜選 岩手県

きむら びほう 木　村　美　芳 ３６ 秀抜選 静岡県

きむら ほうざん 木　村　芳　山 １６ 招待 東京都

きむら みちこ 木　村　通　子 ３ 代表 滋賀県

きむら もとかず（せいえん） 木　村　素　万 （青燕） 前期 ５２ 公募 愛知県

きょうの あんな 京　野　杏　奈 前期 ５２ 公募 奈良県

きよみや せつこ 清　宮　節　子 １６ 招待 埼玉県

きんばら みちこ 金　原　美智子 １７ 招待 東京都

くいせこ はくじゅ 杭　迫　柏　樹 １ 巨匠 京都府

くさか しゅうほう 日　下　秋　芳 １６ 招待 神奈川県

くしぶち かずえ 櫛　渕　一　江 ３６ 秀抜選 埼玉県

くどう しゅんぼく 工　藤　俊　朴 ９ 中部展委嘱 三重県

くどう せいせん 工　藤　聖　泉 ７ 東京展委嘱 山形県

くどう ひよう 工　藤　飛　鷹 ３６ 秀抜選 山形県

くにい くみこ 國　井　久美子 １７ 招待 千葉県

くにさだ せいよう 國　定　青　陽 ２６ （展示台） 招待 群馬県

くにとし きみえ 國　歳　君　枝 前期 ５２ 公募 大阪府

くにみつ あきえ 國　光　顕　恵 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

くぶき まり（りょうせん） 久冨木　麻　理 （怜川） 前期 ５２ 公募 福岡県

くぼ けんざん 久　保　妍　山 １７ 招待 東京都

くぼ ことり 久　保　琴　里 前期 ５２ 公募 奈良県

くぼ なおこ（みかん） 久　保　直　子 （蜜柑） 前期 ５２ 公募 東京都

くぼ みよこ 久　保　美代子 １７ 招待 神奈川県

くぼかわ ゆうこう 窪　川　有　香 ３６ 秀抜選 東京都

くぼき りけい 久保木　李　蹊 ３６ 秀抜選 千葉県

くぼた かつえ 久保田　勝　江 １５ 招待 東京都

くぼた ぎょくか 久保田　玉　華 ３６ 秀抜選 東京都
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くぼた けいこう 久保田　桂　香 ３６ 秀抜選 長野県

くぼた みゆき 久保田　美由紀 １７ 招待 東京都

くぼの すいこう 窪　野　水　香 ３６ 秀抜選 静岡県

くまがい かんしゅう 熊　谷　咸　集 １７ 招待 埼玉県

くまがい しせき 熊　谷　思　石 ３６ 秀抜選 神奈川県

くまがい まちこ 熊　谷　真知子 ３６ 秀抜選 東京都

くまさか としひこ（ごせき） 熊　坂　敏　彦 （呉碩） 前期 ５２ 公募 千葉県

くましろ よしこ 神　代　美　子 ３６ 秀抜選 千葉県

くらかた かずよ 倉　方　和　世 ３６ 秀抜選 東京都

くらたに あいこ 倉　谷　あい子 前期 ５２ 公募 愛知県

くらはし きそう 倉　橋　奇　艸 ８ 関西展委嘱 兵庫県

くらもち たいほう 倉　持　大　鳳 ３６ 秀抜選 栃木県

くりこ そうせき 栗　子　艸　石 １７ 招待 埼玉県

くりはら ともこ 栗　原　智　子 ３７ 秀抜選 埼玉県

くりはら ななこ（らんしゅう） 栗　原　菜々子 （蘭秀） 前期 ５２ 公募 埼玉県

くりはら のぶこ 栗　原　信　子 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

くろいわ りょうえん 黒　岩　梁　苑 ２６ （展示台） 招待 埼玉県

くろき こうしゅう 黒　木　香　舟 前期 ５２ 公募 宮崎県

くろさわ あすみ 黒　澤　亜　純 ３６ 秀抜選 静岡県

くろせ はっか 黒　瀬　白　珂 ３７ 秀抜選 東京都

くろだ かおり（じゅそう） 黒　田　香　織 （樹壮） 前期 ５２ 公募 東京都

くろだ けんいち 黒　田　賢　一 １ 巨匠 兵庫県

くろだ わせん 黒　田　和　川 １７ 招待 埼玉県

くわはら ひろみ 桑　原　博　美 ３７ 秀抜選 東京都

くわばら まさあき 桑　原　正　明 １７ 招待 新潟県

けんじょう まさのり 見　城　正　訓 １７ 招待 静岡県

けんもく わか（ようか） 見　目　和　香 （陽華） 前期 ５２ 公募 埼玉県

こいけ だいりゅう 小　池　大　龍 ２７ （展示台） 招待 東京都

こいけ たつみ 小　池　龍　實 １７ 招待 群馬県

こいずみ いざん 小　泉　移　山 ３６ 秀抜選 東京都
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

こいずみ こうえん 小　泉　香　園 ３７ 秀抜選 東京都

こいずみ こうき 小　泉　興　起 １７ 招待 千葉県

こいずみ こうすい 小　泉　香　翠 ３７ 秀抜選 埼玉県

こいずみ こらん 小　泉　壷　藍 ３７ 秀抜選 千葉県

こいずみ ほうこう 小　泉　芳　香 １７ 招待 茨城県

こいずみ ろしゅう 小　泉　露　舟 １７ 招待 福島県

こいで せいしゅう 小　出　聖　州 １７ 招待 長野県

こいで せんが 小　出　扇　雅 ３６ 秀抜選 群馬県

こいわ こうせつ 小　岩　香　雪 ３７ 秀抜選 神奈川県

こうが よしえ（しゅほう） 甲　賀　良　恵 （珠芳） 前期 ５２ 公募 神奈川県

こうさか はるか 髙　阪　　　遥 前期 ５２ 公募 三重県

こうざき たきこ 神　前　多喜子 前期 ５２ 公募 大阪府

こうだ ちえ 髙　田　千　恵 １７ 招待 山梨県

こうたけ ひろふみ（げんじょう） 髙　武　弘　文 （玄城） 前期 ５２ 公募 千葉県

ごうたに ほうきん 後　谷　芳　琴 １７ 招待 富山県

こうの しょうすい 河　野　松　翠 ３７ 秀抜選 千葉県

ごうの たえこ 郷　野　多恵子 ３７ 秀抜選 東京都

ごうはら じょせつ 郷　原　如　雪 ３７ 秀抜選 埼玉県

こうもと きよみつ 髙　本　清　光 前期 ５２ 公募 広島県

こぐち ひでこ 古　口　比手古 ３７ 秀抜選 東京都

こくぶん しゅんせん 國　分　春　泉 １７ 招待 福島県

こくぼ まさこ 小久保　雅　子 ３７ 秀抜選 埼玉県

こぐれ まきこ 小　暮　真紀子 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

こし ばいけい 越　　　梅　卿 ３７ 秀抜選 長野県

こしかわ こうけい 越　川　興　慶 ３７ 秀抜選 千葉県

こしだ せいえん 越　田　静　園 ４０ （展示台） 秀抜選 青森県

こじま しそう 小　島　紫　草 ３７ 秀抜選 長野県

こじま なおこ 小　嶋　直　子 １７ 招待 神奈川県

こじま ほうじょう 小　島　豊　饒 １７ 招待 神奈川県

こじま ゆうしん 小　島　右　慎 ３７ 秀抜選 神奈川県
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こじま ゆきこ（こうふう） 小　島　由紀子 （香風） 前期 ５２ 公募 神奈川県

こしみず しせき 輿　水　紫　石 １７ 招待 茨城県

こすぎ てきしゅん 小　杉　翟　峻 １７ 招待 静岡県

こすぎ めい 小　杉　明　意 前期 ５３ 公募 埼玉県

こだいら けんご 古　平　健　吾 ３７ 秀抜選 長野県

こたか かよこ（しゅうらん） 小　髙　加代子 （秋蘭） 前期 ５３ 公募 和歌山県

こたけ せきうん 小　竹　石　雲 ３ 代表 岡山県

こだま ようせつ 児　玉　葉　雪 ３７ 秀抜選 新潟県

ごちょう しえん 後　町　紫　苑 １７ 招待 千葉県

ごとう くみこ 後　藤　久美子 前期 ５３ 公募 東京都

ごとう けいしん 後　藤　恵　心 ３７ 秀抜選 東京都

ごとう さいほう 後　藤　彩　鵬 ３７ 秀抜選 静岡県

ごとう さくら（さくらん） 後　藤　さくら （咲蘭） 前期 ５３ 公募 東京都

ごとう しか 後　藤　志　華 ３７ 秀抜選 青森県

ごとう たいほう 後　藤　大　峰 ２７ （展示台） 招待 宮城県

ごとう ちえ 後　藤　千　恵 前期 ５２ （展示台） 公募 愛知県

ごとう ていおう 後　藤　汀　鶯 ９ 中部展委嘱 愛知県

ごとう なつえ（こうふう） 後　藤　なつ江 （江楓） 前期 ５３ 公募 埼玉県

ごとう まゆみ 後　藤　真由美 前期 ５３ 公募 神奈川県

ごとう ようこ 後　藤　容　子 ３７ 秀抜選 埼玉県

ごとう らいむ 後　藤　来　夢 ３８ 秀抜選 神奈川県

ごとう りか 後　藤　里　果 ３８ 秀抜選 静岡県

こにし ほくしょう 小　西　北　翔 １７ 招待 東京都

こにし りな 小　西　里　奈 前期 ５３ 公募 奈良県

こぬま てんこう 小　沼　典　弘 １７ 招待 茨城県

このかわ しよう 此　川　子　葉 １７ 招待 東京都

こばやし あきお 小　林　章　郎 ８ 関西展委嘱 兵庫県

こばやし かくうん 小　林　鶴　雲 ３８ 秀抜選 栃木県

こばやし かずこ 小　林　和　子 １７ 招待 長野県

こばやし ぎょくせい 小　林　玉　青 １３ （展示台） 招待 岩手県

こ
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こばやし きんすい 小　林　琴　水 ８ 関西展委嘱 大阪府

こばやし こうざん 小　林　皓　山 ３７ 秀抜選 山形県

こばやし さくらこ 小　林　桜　子 前期 ５３ 公募 埼玉県

こばやし さちこ 小　林　幸　子 １７ 招待 東京都

こばやし しゅんりゅう 小　林　春　流 １７ 招待 埼玉県

こばやし せんそう 小　林　千　早 １７ 招待 茨城県

こばやし ちこう 小　林　知　光 ３７ 秀抜選 埼玉県

こばやし ていげつ 小　林　貞　月 ３７ 秀抜選 長野県

こばやし ともこ 小　林　知　子 ３８ 秀抜選 埼玉県

こばやし へきうん 小　林　碧　雲 １７ 招待 神奈川県

こばやし へきとう 小　林　碧　桃 １７ 招待 千葉県

こばやし まさこ 小　林　まさ子 ３６ 秀抜選 長野県

こばやし まりこ 小　林　真理子 前期 ５３ 公募 埼玉県

こばやし みえこ（ずいえん） 小　林　三枝子 （瑞苑） 前期 ５３ 公募 東京都

こばやし みちこ 小　林　道　子 １７ 招待 東京都

こばやし もか 小　林　萌　花 前期 ５３ 公募 東京都

こばやし るり 小　林　瑠　璃 前期 ５３ 公募 奈良県

こばやし わこう 小　林　和　香 １８ 招待 群馬県

こはら どうじょう 小　原　道　城 ３ 代表 北海道

こまざき ようこ 駒　﨑　陽　子 １６ 招待 埼玉県

こまだ ちふみ 駒　田　千　文 １７ 招待 山梨県

こまつ うんぽう 小　松　雲　峰 １７ 招待 茨城県

こまつわ はつよ（こうけい） 駒津和　初　代 （香景） 前期 ５３ 公募 福岡県

こみね せいこ 小　峰　青　湖 １８ 招待 埼玉県

こみや ちょうしん 小　宮　聴　真 １８ 招待 千葉県

こむろ ぼくてい 小　室　墨　汀 ３８ 秀抜選 千葉県

こもり さとこ 小　森　聖　子 ３８ 秀抜選 栃木県

こやま きゅうせい 児　山　九　聲 ３８ 秀抜選 千葉県

こやま けいせき 小　山　桂　石 ３８ 秀抜選 長野県

こやま しゅうか 小　山　聚　華 １８ 招待 長野県

こ
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こやま しゅんせい 小　山　春　聲 １８ 招待 埼玉県

こやま たいじゅん 小　山　泰　潤 １８ 招待 長野県

こやま みさ 小　山　実　紗 前期 ５３ 公募 奈良県

ごんだ いつろ 権　田　逸　廬 ２７ （展示台） 招待 埼玉県

こんどう かいせき 近　藤　介　石 ３８ 秀抜選 富山県

こんどう かせん 近　藤　香　泉 ４０ （展示台） 秀抜選 千葉県

こんどう かんさい 近　藤　寛　宰 前期 ５２ （展示台） 公募 奈良県

こんどう けいせき 近　藤　溪　石 １７ 招待 茨城県

こんどう けいよう 近　藤　桂　蓉 ３８ 秀抜選 東京都

こんどう けいらん 近　藤　桂　鸞 １８ 招待 神奈川県

こんどう しゅうてい 近　藤　萩　汀 １８ 招待 宮城県

こんどう しゅめい 近　藤　朱　明 １８ 招待 埼玉県

こんどう ひろこ 近　藤　浩　乎 ３ 代表 愛知県

こんどう ひろみ（しゅうげつ） 近　藤　弘　美 （秀月） 前期 ５３ 公募 愛知県

こんどう ゆうこ 近　藤　悠　湖 ３８ 秀抜選 神奈川県

こんの まさひろ 今　野　正　弘 ３８ 秀抜選 埼玉県

さい れいせつ 佐　井　麗　雪 ８ 関西展委嘱 兵庫県

さいだ しょうせい 斉　田　昌　静 ３８ 秀抜選 埼玉県

さいとう いっこう 斎　藤　一　吼 ３７ 秀抜選 栃木県

さいとう えいげつ 齋　藤　盈　月 ３８ 秀抜選 埼玉県

さいとう ぎょうえん 齊　藤　暁　苑 ３８ 秀抜選 秋田県

さいとう ぎょくほう 斉　藤　玉　鳳 ３８ 秀抜選 静岡県

さいとう ぎょくらん 齋　藤　玉　蘭 ３８ 秀抜選 埼玉県

さいとう こうしょ 斉　藤　煌　處 ３８ 秀抜選 東京都

さいとう こしゅう 齋　藤　湖　舟 １８ 招待 山形県

さいとう しこう 齊　藤　紫　香 ７ 東京展委嘱 神奈川県

さいとう しょういん 齋　藤　松　韻 ３８ 秀抜選 新潟県

さいとう しょうえん 齋　藤　菖　園 １８ 招待 山形県

さいとう ずいせん 斉　藤　瑞　仙 １７ 招待 東京都

さいとう ちか 斎　藤　千　霞 １８ 招待 石川県
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さいとう はるみ（せいおう） 斉　藤　晴　美 （晴桜） 前期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

さいとう ひりゅう 斉　藤　翡　流 ３８ 秀抜選 新潟県

さいとう ほうせん 齋　藤　芳　泉 ３８ 秀抜選 栃木県

さいとう まさつぐ 斎　藤　正　嗣 ３８ 秀抜選 東京都

さいとう ますみ 斎　藤　真　澄 １６ 招待 神奈川県

さいとう ますみ（かちょう） 斉　藤　真　澄 （華澄） 前期 ５３ 公募 神奈川県

さいとう ようすい 齋　藤　陽　水 ３８ 秀抜選 栃木県

さえき あゆみ 佐　伯　愛　弓 １８ 招待 埼玉県

さかい けいこ 酒　井　敬　子 前期 ５３ 公募 神奈川県

さかい けいしゅう 酒　井　珪　秀 ３６ 秀抜選 千葉県

さかい こうちょう 逆　井　紅　潮 ３８ 秀抜選 埼玉県

さかい ふみお（しぶん） 酒　井　文　男 （志文） 前期 ５３ 公募 埼玉県

さかい ふみか（りせん） 境　　　文　香 （璃扇） 前期 ５３ 公募 神奈川県

さかい まさこ（けいか） 酒　井　正　子 （桂香） 前期 ５３ 公募 東京都

さかい まなみ 坂　井　麻菜美 １８ 招待 埼玉県

さかい ゆみこ 坂　井　由美子 １８ 招待 新潟県

さかぐち みう 阪　口　真　宥 前期 ５３ 公募 大阪府

さかくら こうふう 坂　倉　香　風 ３８ 秀抜選 静岡県

さかした すいせん 坂　下　翠　川 ３８ 秀抜選 青森県

さかもと ぎょうこう 坂　本　尭　耕 ３８ 秀抜選 東京都

さかもと ぎょくしん 坂　本　玉　心 １８ 招待 東京都

さかもと こうりゅう 坂　本　幸　流 ３８ 秀抜選 埼玉県

さかもと しゅう（しゅうらん） 坂　本　　　秀 （秀嵐） 前期 ５３ 公募 富山県

さかもと だいゆう 坂　本　大　有 １８ 招待 埼玉県

さかもと なつみ（なつみ） 坂　本　なつみ （夏海） 前期 ５２ （展示台） 公募 奈良県

さかもと らんこう 坂　本　蘭　香 ３８ 秀抜選 茨城県

さがわ うんそう 佐　川　雲　窓 １７ 招待 千葉県

さがわ ほうしょう 佐　川　峰　章 １８ 招待 茨城県

さがわ ろしゅう 佐　川　蘆　州 １８ 招待 茨城県

さぎやま みさこ（びしょう） 鷺　山　美佐子 （美梢） 前期 ５３ 公募 千葉県
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さくま きしゅ 佐久間　輝　珠 ３８ 秀抜選 千葉県

さくま けいうん 佐久間　憬　雲 ３８ 秀抜選 福島県

さくま しゅんえん 佐久間　春　苑 ３８ 秀抜選 千葉県

さくま まさこ 佐久間　雅　子 １８ 招待 埼玉県

さくま よしこ（こうさい） 佐久間　斎　子 （皐齋） 前期 ５３ 公募 埼玉県

さくらい こうしょう 櫻　井　紅　翔 ３８ 秀抜選 富山県

さくらい しゅんこう 櫻　井　春　光 ３８ 秀抜選 静岡県

さくらい そうすい 桜　井　宗　翠 ３８ 秀抜選 静岡県

さくらい たつお 桜　井　辰　雄 １８ 招待 埼玉県

さくらい もとひろ 桜　井　幹　大 ３８ 秀抜選 千葉県

さくらい りつこ 櫻　井　律　好 １８ 招待 神奈川県

さくらい りゅうすい 桜　井　流　翠 ７ 東京展委嘱 静岡県

さくらだ のぶこ 櫻　田　信　子 前期 ５２ （展示台） 公募 兵庫県

さくらだ ゆうこ 桜　田　佑　子 ３９ 秀抜選 埼玉県

さくらば すいよう 櫻　庭　翠　葉 ３８ 秀抜選 青森県

ささい しせつ 笹　井　芝　雪 ３９ 秀抜選 東京都

ささがわ こうらん 笹　川　香　蘭 ３９ 秀抜選 群馬県

ささき ぎょくろう 佐々木　玉　朗 ３９ 秀抜選 東京都

ささき けいよう 佐々木　恵　陽 １８ 招待 東京都

ささき こうえん 佐々木　宏　遠 ３ 代表 京都府

ささき こうよう 佐々木　幸　葉 ３９ 秀抜選 東京都

ささき さいえん 佐々木　彩　苑 １８ 招待 岩手県

ささき じゅゆう 佐々木　寿　裕 １８ 招待 東京都

ささき せんぽう 佐々木　茜　峰 ３８ 秀抜選 岩手県

ささき のりこ 佐々木　紀　子 前期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

ささはら びふう 笹　原　美　楓 ３９ 秀抜選 山形県

ささわき しょうこ 笹　脇　省　子 ３９ 秀抜選 神奈川県

さとう きょうこ（しえん） 佐　藤　京　子 （芝苑） 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

さとう しずこ 佐　藤　静　子 ３８ 秀抜選 茨城県

さとう しせん 佐　藤　紫　泉 ３９ 秀抜選 東京都

さ
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

さとう しょううん 佐　藤　象　雲 １８ 招待 宮城県

さとう ずいほう 佐　藤　瑞　芳 １８ 招待 東京都

さとう せいえん 佐　藤　青　園 １８ 招待 神奈川県

さとう たいせつ 佐　藤　帯　雪 １８ 招待 東京都

さとう とうえん 佐　藤　東　苑 １８ 招待 埼玉県

さとう のりこ 佐　藤　典　子 ３９ 秀抜選 東京都

さとう はくろ 佐　藤　白　蘆 １８ 招待 茨城県

さとう びふう 佐　藤　美　風 １８ 招待 埼玉県

さとう ほうしゅん 佐　藤　芳　春 ３９ 秀抜選 新潟県

さとう まゆみ 佐　藤　真由美 前期 ５３ 公募 東京都

さとう みちこ 佐　藤　道　子 １８ 招待 東京都

さとう やすこ（うあん） 佐　藤　泰　子 （卯庵） 前期 ５３ 公募 東京都

さとう ゆうしょ 佐　藤　柚　処 １８ 招待 神奈川県

さとう よしゆき 佐　藤　義　之 １８ 招待 東京都

さとう れいな 佐　藤　伶　奈 前期 ５３ 公募 東京都

さぬい かほう 讃　井　花　芳 ３９ 秀抜選 千葉県

さの あけみ 佐　野　明　美 ３９ 秀抜選 静岡県

さの しおり（りょうふう） 佐　野    　栞 （稜楓） 前期 ５３ 公募 大阪府

さの なおみ（こうりゅう） 佐　野　直　美 （紅流） 前期 ５３ 公募 東京都

さの ねんけい 佐　野　稔　畦 ３９ 秀抜選 千葉県

さの みなみ（みなみ） 佐　野　みなみ （碧波） 前期 ５３ 公募 奈良県

さへき ほうしゅう 佐　伯　方　舟 １８ 招待 埼玉県

さわ かよう 澤　　　華　瑤 ３９ 秀抜選 千葉県

さわだ きょゆう 澤　田　虚　遊 ８ 関西展委嘱 岡山県

さわたに あや（こうか） 澤　谷　　　綾 （煌華） 前期 ５３ 公募 富山県

さわたに ひろこ 澤　谷　比呂子 ３８ 秀抜選 東京都

さわふじ かせい 澤　藤　華　星 ７ 東京展委嘱 岩手県

さんどう しゅうすい 山　藤　秀　翠 １８ 招待 茨城県

さんぼんぎ ひでこ 三本木　英　子 １９ 招待 栃木県

しいな とうか 椎　名　桃　華 １９ 招待 茨城県

さ
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

しおかわ かんせん 塩　川　冠　泉 ３９ 秀抜選 長野県

しおみ かずみ（らんけい） 塩　味　和　美 （蘭蕙） 前期 ５２ （展示台） 公募 埼玉県

しき せんぽ 四　季　茜　歩 ３９ 秀抜選 神奈川県

しげとみ たけし（せきしゅう） 重　富　　　峻 （拓舟） 前期 ５３ 公募 佐賀県

しげの だいえん 茂　野　柰　園 １９ 招待 千葉県

しげはら せいちょう 重　原　聖　鳥 １９ 招待 栃木県

ししど かいざん 宍　戸　魁　山 ３９ 秀抜選 茨城県

ししど ゆうすい 宍　戸　迪　翠 １９ 招待 福島県

しだ ひさこ 師　田　久　子 １ 代表 東京都

したくら れいこ（すいれい） 下　倉　礼　子 （翠礼） 前期 ５２ （展示台） 公募 東京都

したや そせつ 下　谷　蘓　雪 １９ 招待 東京都

しのざき はるこ（しゅんそう） 篠　﨑　春　子 （春爽） 前期 ５３ 公募 埼玉県

しのざき むかん 篠　崎　無　関 ３９ 秀抜選 栃木県

しのだ かそん 篠　田　華　邨 １９ 招待 東京都

しのだ ちょうせん 篠　田　聴　泉 ８ 関西展委嘱 大阪府

しのはら きょしゅう 篠　原　挙　秋 １９ 招待 茨城県

しのはら ちえみ 篠　原　千恵美 ３９ 秀抜選 千葉県

しのはら ひろし（りゅうこく） 篠　原　　　弘 （柳谷） 前期 ５３ 公募 東京都

しば しょうすい 芝　　　松　翠 ３ 代表 兵庫県

しば せいこう 柴　　　正　香 １９ 招待 神奈川県

しば せんう 柴　　　鮮　宇 ３９ 秀抜選 茨城県

しばた かしょう 柴　田　嘉　翔 ３９ 秀抜選 東京都

しばた こうふう 柴　田　光　風 ３９ 秀抜選 栃木県

しばた せいふう 柴　田　聖　風 ３９ 秀抜選 栃木県

しばた たけこ 柴　田　多計子 １３ （展示台） 招待 神奈川県

しばた とうか 柴　田　桃　霞 ３９ 秀抜選 埼玉県

しばた ほうすい 柴　田　芳　水 ３９ 秀抜選 埼玉県

しばた みちこ 柴　田　道　子 ３９ 秀抜選 神奈川県

しばはら つきほ 柴　原　月　穂 ８ 関西展委嘱 兵庫県

しばや ほうか 柴　谷　峰　花 １９ 招待 静岡県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

しぶや けいこ 澁　谷　惠　子 ３９ 秀抜選 東京都

しぶや とうこう 渋　谷　桃　江 １９ 招待 埼玉県

しまだ すいほう 島　田　萃　芳 １９ 招待 東京都

しまだ はくせん 嶋　田　白　染 １９ 招待 神奈川県

しまだ ゆきこ 嶋　田　由紀子 前期 ５３ 公募 東京都

しみず きゅうざん 清　水　鳩　山 １９ 招待 埼玉県

しみず ぎょうせつ 清　水　暁　雪 １９ 招待 東京都

しみず すみえ 清　水　澄　江 １９ 招待 埼玉県

しみず せっぽう 清　水　雪　峰 ３９ 秀抜選 東京都

しみず ちさこ 清　水　ちさ子 ３９ 秀抜選 東京都

しみず とうせき 清　水　透　石 ２ 代表 東京都

しみず へきか 清　水　碧　花 ３９ 秀抜選 埼玉県

しみず みよこ 清　水　美代子 １９ 招待 長野県

しむら ほうしゅう 志　村　芳　舟 １９ 招待 山梨県

しむら みょうせき 師　村　妙　石 ３ 代表 福岡県

しもいず ひろこ 下伊豆　博　子 ８ 関西展委嘱 京都府

しもじょう らんせつ 下　条　蘭　雪 １９ 招待 茨城県

しもだ きょうか 下　田　杏　華 １９ 招待 東京都

しもつま かしょう 下　間　佳　璋 ３９ 秀抜選 千葉県

しもで まみ 下　出　麻　美 前期 ５３ （展示台） 公募 石川県

しもむら ななみ 下　村　七　海 前期 ５３ 公募 福岡県

しもや ようこ 下　谷　洋　子 ３ 代表 群馬県

しもやま はるみ 下　山　陽　美 前期 ５３ 公募 京都府

しょうじ のどか（こうか） 庄　司　　　温 （光華） 前期 ５３ 公募 東京都

じょうねん とうこう 淨　念　棠　光 ２０ 招待 東京都

しらい あきこ 白　井　明　子 前期 ５３ （展示台） 公募 神奈川県

しらい いづみ 白　井　いづみ 前期 ５３ 公募 愛知県

しらとり はざん 白　取　波　山 １９ 招待 青森県

しらとり ふうほう 白　鳥　楓　琫 ３９ 秀抜選 東京都

しらね さちこ（ようしゅん） 白　根　紗知子 （瑤春） 前期 ５３ 公募 東京都

し
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

しんたく ほうげつ 新　宅　峰　月 ３９ 秀抜選 石川県

しんどう あやこ 進　藤　綾　子 ３９ 秀抜選 神奈川県

すえつね てるこ 末　常　照　子 ２０ 招待 神奈川県

すえなが かおる 末　永　　　薫 ３９ 秀抜選 東京都

すえなが しんせん 末　永　神　川 １９ 招待 東京都

すが けいこ 須　賀　契　子 ３９ 秀抜選 東京都

すがい しょううん 菅　井　松　雲 ２０ 招待 新潟県

すがぬま れいこ（れいせん） 菅　沼　礼　子 （礼泉） 前期 ５３ 公募 静岡県

すがの かなめ 菅　野　かなめ ３６ 秀抜選 東京都

すがの すいとう 菅　野　翠　濤 ２０ 招待 新潟県

すがや しすい 菅　谷　志　水 ２０ 招待 埼玉県

すがわら きょうこ 菅　原　京　子 ２０ 招待 北海道

すぎうら かえい 杉　浦　華　英 ２０ 招待 千葉県

すぎうら かけい 杉　浦　華　桂 ２０ 招待 東京都

すぎうら こうしょう 杉　浦　弘　承 ２０ 招待 静岡県

すぎうら たいけい 杉　浦　太　奎 ２０ 招待 静岡県

すぎうら ひろこ 杉　浦　裕　子 前期 ５３ （展示台） 公募 東京都

すぎた しゅよう 杉　田　朱　葉 ３９ 秀抜選 東京都

すぎた しょうえつ 杉　田　梢　悦 ３９ 秀抜選 東京都

すぎの かんざん 杉　野　閑　山 ４０ 秀抜選 東京都

すぎはし ちょうよう 杉　橋　朝　陽 ３９ 秀抜選 千葉県

すぎはら ちはる 杉　原　千　春 ４０ 秀抜選 埼玉県

すぎもと えいか 杉　本　英　華 ２０ 招待 千葉県

すぎもと がほう 杉　本　雅　峰 ４０ 秀抜選 東京都

すぎもと こうほう 杉　本　香　鵬 ４０ 秀抜選 石川県

すぎもと みつみ（こうえん） 杉　本　光　美 （光苑） 前期 ５３ 公募 熊本県

すぎやま そうえい 杉　山　窓　影 ４０ 秀抜選 東京都

すぎやま ほうすい 杉　山　抱　水 ４０ 秀抜選 東京都

すけがわ うんしゅう 助　川　雲　洲 ４０ 秀抜選 茨城県

すずき いっけい 鈴　木　一　敬 ２ 代表 千葉県

す
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すずき かくほう 鈴　木　赫　鳳 ７ 東京展委嘱 茨城県

すずき かしょう 鈴　木　花　照 ２０ 招待 長野県

すずき かすい 鈴　木　華　水 １３ （展示台） 招待 東京都

すずき かせん 鈴　木　花　仙 ４０ 秀抜選 東京都

すずき かほう 鈴　木　華　鳳 ４０ 秀抜選 群馬県

すずき かよ（かしゅう） 鈴　木　嘉　世 （嘉舟） 前期 ５３ 公募 和歌山県

すずき かよう 鈴　木　華　陽 ２０ 招待 東京都

すずき きどう 鈴　木　記　道 ４０ 秀抜選 栃木県

すずき きょうか 鈴　木　杏　佳 前期 ５３ 公募 東京都

すずき ぎょうざん 鈴　木　暁　山 ２０ 招待 東京都

すずき きょうせん 鈴　木　響　泉 ６ 東京展委嘱 東京都

すずき ぎょくすい 鈴　木　玉　翠 ４０ 秀抜選 静岡県

すずき きんえん 鈴　木　錦　苑 ７ 東京展委嘱 静岡県

すずき げんせん 鈴　木　源　泉 ２０ 招待 栃木県

すずき こうどう 鈴　木　耕　堂 ４０ 秀抜選 新潟県

すずき さいか 鈴　木　彩　華 ３９ 秀抜選 東京都

すずき しげこ（ほううん） 鈴　木　重　子 （鵬雲） 前期 ５３ （展示台） 公募 東京都

すずき じゅんこ（らんこう） 鈴　木　順　子 （蘭光） 前期 ５３ 公募 東京都

すずき しゅんちょう 鈴　木　春　朝 １ 代表 東京都

すずき しょううん 鈴　木　翔　雲 １９ 招待 山形県

すずき しょうどう 鈴　木　小　洞 ２０ 招待 東京都

すずき せいあい 鈴　木　青　靄 ４０ 秀抜選 千葉県

すずき せいか 鈴　木　青　華 ２０ 招待 静岡県

すずき せいこう 鈴　木　霽　煌 １９ 招待 東京都

すずき せいふう 鈴　木　清　風 ４０ 秀抜選 長野県

すずき せいほ 鈴　木　清　蒲 ２０ 招待 神奈川県

すずき せんがく 鈴　木　千　岳 ７ 東京展委嘱 山形県

すずき そうび 鈴　木　宗　美 ２０ 招待 茨城県

すずき ちくえん 鈴　木　竹　園 ４０ 秀抜選 千葉県

すずき ともこ 鈴　木　智　子 ４０ 秀抜選 東京都

す

－36－



よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

すずき なおと 鈴　木　直　人 前期 ５３ 公募 愛知県

すずき はつえ 鈴　木　初　枝 ４４ （展示台） 秀抜選 東京都

すずき ひさか 鈴　木　久　香 ４０ 秀抜選 東京都

すずき ひでこ（すいえん） 鈴　木　秀　子 （水園） 前期 ５３ （展示台） 公募 東京都

すずき ひろみ 鈴　木　博　美 前期 ５３ 公募 東京都

すずき ふじこ 鈴　木　扶人子 ２０ 招待 埼玉県

すずき ほうえん 鈴　木　鳳　苑 ４０ 秀抜選 静岡県

すずき まさかず（わんだ） 鈴　木　正　一 （和無田） 前期 ５３ （展示台） 公募 神奈川県

すずき みえこ 鈴　木　美恵子 ４０ 秀抜選 静岡県

すずき めいそう 鈴　木　明　窓 ２０ 招待 茨城県

すずき りっさい 鈴　木　立　齋 ７ （展示台） 中部展委嘱 愛知県

すずき れんけい 鈴　木　蓮　徑 ２０ 招待 栃木県

すだ ともか 須　田　知　佳 ２０ 招待 神奈川県

すどう きょうこ（さよか） 首　藤　恭　子 （小夜華） 前期 ５３ 公募 東京都

すどう ばいえん 須　藤　梅　苑 １３ （展示台） 招待 岩手県

すみ きよみ 隅　　　喜代美 前期 ５３ 公募 三重県

すやま しんりゅう 須　山　心　柳 ４０ 秀抜選 静岡県

すやま せつこ 隅　山　節　子 １９ 招待 東京都

せき あつひさ 関　　　敦　寿 ４０ 秀抜選 栃木県

せき こうふう 関　　　香　風 ２０ 招待 東京都

せき ごしん 関　　　吾　心 ４ 代表 東京都

せき しゅんしょう 関　　　春　宵 ４０ 秀抜選 神奈川県

せきぐち かくじょう 関　口　鶴　情 ２０ 招待 栃木県

せきぐち しゅんぽう 関　口　春　芳 ３ 代表 千葉県

せきぐち しょうせん 関　口　菖　泉 ４０ 秀抜選 栃木県

せきど りな（れんすい） 関　戸　理　奈 （廉翠） 前期 ５３ 公募 大阪府

せきね ぎょくしん 関　根　玉　振 ９ 中部展委嘱 愛知県

せきね くにえ 関　根　邦　江 前期 ５３ 公募 東京都

せきね とうこ 関　根　東　湖 ２０ 招待 埼玉県

せぐち だいこう 瀬　口　大　剛 ４０ 秀抜選 埼玉県
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せこ りょうこう 勢　子　涼　香 ４１ 秀抜選 茨城県

せしも くみこ（せんすい） 瀨　下　久美子 （泉穗） 前期 ５３ 公募 東京都

せのお ようこ（かえん） 妹　尾　洋　子 （華苑） 前期 ５３ 公募 岡山県

せりざわ しょうか 芹　澤　翔　華 １９ 招待 埼玉県

せんごく よしこ 仙　石　良　子 前期 ５３ 公募 千葉県

そうま らんこう 相　馬　蘭　香 ４０ 秀抜選 埼玉県

そえだ こうしん 添　田　耕　心 ９ 九州展委嘱 鹿児島県

そねはら こう（ぎせき） 曽根原　　　康 （魏石） 前期 ５３ 公募 神奈川県

そのだ かよう 薗　田　華　燿 ４１ 秀抜選 神奈川県

そりまち けいふう 﨤　町　恵　風 ２１ 招待 長野県

たかい みよこ 高　井　美代子 前期 ５３ （展示台） 公募 京都府

たかいけ こうふう 髙　池　紅　風 ４１ 秀抜選 長野県

たかき せいう 髙　木　聖　雨 １ 巨匠 東京都

たかぎ あつひと 高　木　厚　人 １ 代表 千葉県

たかぎ ゆう（ちくか） 髙　木　　　優 （筑華） 前期 ５３ 公募 茨城県

たかしお ばいせい 高　塩　楳　生 ４０ 秀抜選 埼玉県

たかしお みずほ 髙　塩　瑞　穂 前期 ５３ 公募 埼玉県

たかしま せんよう 髙　島　泉　遙 ３９ 秀抜選 長野県

たかしら いっしゅう 田　頭　一　舟 ４ 代表 広島県

たかしら おうが 田　頭　央　 ３ 代表 広島県

たがしら あきこ 田　頭　昭　子 ２１ 招待 千葉県

たかす てるよし 鷹　巣　照　良 ２１ 招待 東京都

たかせ すいよう 高　瀬　翠　耀 ４０ 秀抜選 東京都

たかだ ぎょうか 高　田　暁　華 ４１ 秀抜選 静岡県

たかだ なおこ 高　田　直　子 １９ 招待 富山県

たかたに ひろこ 髙　谷　弘　子 前期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

たかなし そうちく 高　梨　甑　竹 ２１ 招待 山形県

たかの ぎょうせん 高　野　暁　泉 ４１ 秀抜選 埼玉県

たかの こうか 髙　野　香　華 ４１ 秀抜選 千葉県

たかの せいげん 髙　野　清　玄 ２１ 招待 千葉県
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たかはし あさこ 高　橋　朝　子 ４１ 秀抜選 埼玉県

たかはし あや 髙　橋　　　彩 前期 ５３ 公募 神奈川県

たかはし かんすい 高　橋　観　水 ２１ 招待 埼玉県

たかはし けいぞう（ほうこく） 髙　橋　敬　三 （鳳谷） 前期 ５３ 公募 東京都

たかはし こうほう 高　橋　紅　蓬 ４１ 秀抜選 長野県

たかはし こと 髙　橋　古　都 ４０ 秀抜選 東京都

たかはし しこう 髙　橋　紫　篁 ４１ 秀抜選 千葉県

たかはし しゅすい 高　橋　珠　翠 ２１ 招待 東京都

たかはし じゅんこ 髙　橋　淳　子 ４１ 秀抜選 神奈川県

たかはし しんぎょう 髙　橋　心　行 ２１ 招待 千葉県

たかはし せいしん 高　橋　清　心 ４１ 秀抜選 埼玉県

たかはし なるみ 髙　橋　なるみ 前期 ５３ 公募 岩手県

たかはし ばくう 高　橋　麦　宇 ２１ 招待 長野県

たかはし はるみ 髙　橋　はるみ 前期 ５３ （展示台） 公募 和歌山県

たかはし ほうじゅ 髙　橋　芳　樹 ２１ 招待 宮城県

たかはし みよこ 髙　橋　美代子 前期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

たかはし めいさ 高　橋　鳴　沙 ４１ 秀抜選 茨城県

たかはし ゆうき 髙　橋　有　希 前期 ５３ 公募 京都府

たかはし ゆうこ 高　橋　裕　子 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

たかはし ゆきこ 高　橋　友紀子 ２１ 招待 千葉県

たかはし よしこ 髙　橋　佳　子 後期 ５１ （展示台） 公募 宮城県

たかはし りょうこ 髙　橋　良　子 前期 ５３ 公募 千葉県

たかばやし しゅんえん 髙　林　春　苑 ４１ 秀抜選 埼玉県

たかはら りな 髙　原　利　奈 前期 ５３ 公募 奈良県

たかひろ こうゆう 髙　廣　幸　悠 ２１ 招待 石川県

たかまつ あいそん 髙　松　曖　邨 ２１ 招待 東京都

たかまつ むせき 高　松　夢　跡 ２１ 招待 東京都

たかみ こうりゅう 髙　見　廣　流 ８ 関西展委嘱 奈良県

たかみ しほ 髙　味　志　歩 後期 ５１ （展示台） 公募 奈良県

たかみ はつこ 髙　見　初　子 ２１ 招待 埼玉県
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たかむら こうじょう 髙　村　皇　城 ２１ 招待 茨城県

たかむら ひろこ 髙　村　博　子 ４１ 秀抜選 東京都

たかもろ ゆうせん 高　師　游　泉 ２０ 招待 埼玉県

たかやす まちこ 髙　安　町　子 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

たかやなぎ こうりゅう 高　柳　浩　龍 ４１ 秀抜選 石川県

たかやま そうかい 髙　山　爽　快 ２１ 招待 千葉県

たかやま ちさと（ぼうか） 髙　山　千　知 （望華） 前期 ５３ 公募 埼玉県

たかやま ひでこ（しゅうすい） 髙　山　秀　子 （秀穂） 後期 ５１ （展示台） 公募 埼玉県

たかやま みよこ 高　山　美代子 ４１ 秀抜選 群馬県

たきぐち こうえい 滝　口　晃　映 ４１ 秀抜選 静岡県

たきざわ えいせつ 滝　澤　暎　雪 ４１ 秀抜選 東京都

たきざわ きょくほう 瀧　沢　曲　峰 ２１ 招待 長野県

たきもと かこう 滝　本　華　光 ４１ 秀抜選 東京都

たぐち ほうえい 田　口　萌　瑛 ４１ 秀抜選 埼玉県

たくぼ きくよ（とうすい） 田　窪　きく代 （稲水） 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

たけ さいせき 武　　　済　石 １９ （展示台） 招待 神奈川県

たけい しずこ 竹　井　静　子 ４１ 秀抜選 東京都

たけい ともこ 武　井　とも子 前期 ５３ 公募 東京都

たけい ゆえん 武　井　由　苑 ２１ 招待 山梨県

たけいし りんか 武　石　琳　華 ３９ 秀抜選 茨城県

たけうち くみこ（しきゅう） 竹　内　久美子 （志久） 前期 ５３ 公募 東京都

たけうち こうすい 竹　内　香　翠 ４１ 秀抜選 千葉県

たけうち さや 竹　内　瑳　耶 後期 ５１ 公募 奈良県

たけうち せいうん 竹　内　勢　雲 ８ 関西展委嘱 京都府

たけうち せいさ 竹　内　青　紗 ２０ 招待 東京都

たけうち はじめ 竹　内　　　一 ４１ 秀抜選 東京都

たけうち ぼくよう 竹　内　墨　洋 ２１ 招待 長野県

たけうち りょうこ 竹　内　亮　子 ４１ 秀抜選 新潟県

たけぐち あき 竹　口　亜　希 後期 ５１ 公募 大阪府

たけぐち しゅうか 竹　口　秋　可 ４１ 秀抜選 富山県
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たけぐち まり 竹　口　万　梨 後期 ５１ 公募 大阪府

たけざわ しょういち 竹　澤　彰　一 ２１ 招待 埼玉県

たけしま かいしゅう 竹　島　海　舟 ４２ 秀抜選 福島県

たけだ こうどう 竹　田　晃　堂 ２１ 招待 東京都

たけだ とうしょ 武　田　瞳　処 ２１ 招待 神奈川県

たけだ みなこ 武　田　美奈子 ２１ 招待 東京都

たけだ めぐみ 武　田　　　慈 後期 ５１ （展示台） 公募 埼玉県

たけなか いっせい 竹　中　逸　晴 ４２ 秀抜選 埼玉県

たけの しゅかく 竹　野　珠　鶴 ４１ 秀抜選 石川県

たけのうち ゆういち 竹ノ内　裕　一 ４１ 秀抜選 埼玉県

たけはら しゅんこう 竹　原　春　香 ４２ 秀抜選 栃木県

たけまつ みきこ 竹　松　三起子 ２１ 招待 東京都

たけみ とうえん 竹　味　桃　園 ４１ 秀抜選 東京都

たけむら すいれい 竹　村　翠　玲 ４１ 秀抜選 石川県

たけむら ほうりん 竹　村　鳳　林 ４２ 秀抜選 長野県

たけもと けいざん 竹　本　谿　山 ４２ 秀抜選 埼玉県

たけもと よしこ 武　本　由　子 後期 ５１ 公募 大阪府

たけやま ちょうはく 竹　山　昶　伯 ２１ 招待 東京都

たじま だいえつ 田　島　大　越 ４２ 秀抜選 埼玉県

たじま はるみ（ようけい） 田　島　晴　美 （陽恵） 後期 ５１ 公募 東京都

たじり こうか 田　尻　光　華 ４２ 秀抜選 千葉県

たしろ こうとう 田　代　香　桃 ２１ 招待 静岡県

たせ しゅうよう 多　勢　秀　葉 ４４ （展示台） 秀抜選 福島県

ただ けんじ 多　田　賢　二 ２１ 招待 埼玉県

ただ みのり 多　田　稔　里 ４２ 秀抜選 千葉県

たぢか まさこ 田　近　正　子 ４１ 秀抜選 神奈川県

たちばな こうひけい 橘　　　香妃恵 ２１ 招待 東京都

たていり えつどう 舘　入　越　堂 ２１ 招待 東京都

たてさわ ほうそう 舘　澤　芳　草 ４２ 秀抜選 岩手県

たなか あきお（すいき） 田　中　昭　男 （穂暉） 後期 ５１ 公募 東京都

た

－41－



よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

たなか きよみ（かすい） 田　中　喜代美 （夏翠） 後期 ５１ 公募 東京都

たなか けいこう 田　中　恵　康 ２１ 招待 千葉県

たなか こくめい 田　中　克　明 ４２ 秀抜選 石川県

たなか しいこ 田　中　司　子 後期 ５１ 公募 東京都

たなか しすい 田　中　紫　水 ４２ 秀抜選 東京都

たなか しづ 田　中　志　津 ２１ 招待 山梨県

たなか しゅこう 田　中　珠　光 ２１ 招待 東京都

たなか せいかん 田　中　盛　觀 ２２ 招待 千葉県

たなか せいがん 田　中　晴　眼 ４２ 秀抜選 富山県

たなか せつざん 田　中　節　山 １ 代表 東京都

たなか てつお 田　中　徹　夫 ４ 代表 兵庫県

たなか ぼうしゅう 田　中　房　州 ２１ 招待 神奈川県

たなか ほうりゅう 田　中　鳳　柳 ４ 代表 東京都

たなか まさみ 田　中　雅　美 後期 ５１ 公募 大阪府

たなか まゆ（しゅほう） 田　中　麻　友 （朱鳳） 後期 ５１ 公募 秋田県

たなか もとこ 田　中　元　子 ４２ 秀抜選 東京都

たなべ とうれい 田　辺　棠　玲 ２１ 招待 東京都

たに すみこ 谷　　　須美子 ２２ 招待 神奈川県

たに としえ 溪　　　順　比 ４２ 秀抜選 東京都

たに まゆみ 谷　　　眞　弓 後期 ５１ 公募 埼玉県

たにがわ とうか 谷　川　桃　花 ４２ 秀抜選 富山県

たにぐち しげたか 谷　口　成　孝 ２２ 招待 東京都

たにぐち てるよ（ほうせん） 谷　口　照　代 （峰仙） 後期 ５１ 公募 京都府

たにぐち みちこ（みか） 谷　口　美智子 （美華） 後期 ５１ 公募 和歌山県

たにむら しゅんどう 谷　村　雋　堂 ２２ 招待 東京都

たにや じゅんよう 谷　矢　淳　陽 ４２ 秀抜選 埼玉県

たねや ばんじょう 種　谷　萬　城 ２２ 招待 千葉県

たばた しょうえい 田　畑　梢　映 ２２ 招待 埼玉県

たまい かこう 玉　井　佳　香 ４２ 秀抜選 神奈川県

たまつ けいえん 玉　津　啓　園 ４２ 秀抜選 茨城県
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たまて いづみ 玉　手　いづみ ２２ 招待 千葉県

たむら かしゅう 田　村　華　舟 ４２ 秀抜選 群馬県

たむら しゅうかい 田　村　秋　海 ２２ 招待 埼玉県

たむら しんすい 田　村　眞　翠 ４２ 秀抜選 青森県

たむら せいぞう 田　村　征　三 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

たむら のりよ 田　村　典　代 後期 ５１ 公募 東京都

たむら ゆきえ（こうし） 田　村　幸　恵 （幸志） 後期 ５１ 公募 東京都

たむら ゆみ 田　村　由　美 ２２ 招待 東京都

たむら わこう 田　村　和　香 ４２ 秀抜選 青森県

たるもと じゅそん 樽　本　樹　邨 １ 巨匠 愛知県

たんぽ まりこ 旦　保　万里子 ２２ 招待 茨城県

ちかぞえ ともこ 近　添　智　子 ４２ 秀抜選 神奈川県

ちく じゅんこ 知　久　順　子 １９ （展示台） 招待 神奈川県

ちだ あいり（ぎょうれい） 千　田　愛　梨 （暁鈴） 後期 ５１ 公募 岩手県

ちだ しほ 千　田　志　帆 後期 ５１ 公募 東京都

ちだ つとむ 千　田　　　務 ４１ （展示台） 秀抜選 宮城県

ちの こうせい 茅　野　香　静 ４２ 秀抜選 千葉県

ちば かぜふね 千　葉　風　舟 ４２ 秀抜選 宮城県

ちば けいほう 千　葉　溪　萌 ４４ （展示台） 秀抜選 岩手県

ちば すいがく 千　葉　翠　岳 ４２ 秀抜選 福島県

ちょう たくぐん 張　　　卓　群 後期 ５１ 公募 埼玉県

ちょうさ はくじゅ 帖　佐　白　樹 ４２ 秀抜選 東京都

ちょうなん まりこ（ぎょくしゅう） 長　南　滿里子 （玉袖） 後期 ５１ 公募 東京都

ちよくら ぎょくおう 千代倉　玉　櫻 ４２ 秀抜選 千葉県

つかごし しょういち（しょうくう） 塚　越　正　一 （渉空） 後期 ５１ 公募 埼玉県

つかごし とうこう 塚　越　桃　香 ２２ 招待 神奈川県

つかざき ようこ（きゅうほう） 塚　嵜　洋　子 （久芳） 後期 ５１ 公募 福岡県

つかだ こうさい 塚　田　洸　彩 ２２ 招待 埼玉県

つがね がくほう 津　金　岳　邦 ４２ 秀抜選 東京都

つがね よしくに 津　金　孝　 １ 巨匠 東京都
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つかはら さいか 塚　原　彩　香 ２２ 招待 栃木県

つかはら ようか 塚　原　楊　華 ２２ 招待 長野県

つかもと まさこ 塚　本　正　子 後期 ５１ 公募 千葉県

つきぎ ばんり 月　木　萬　里 ４１ （展示台） 秀抜選 埼玉県

つくい ちえみ 津久井　智恵美 ２２ 招待 群馬県

つくい ぼくよう 津久井　朴　葉 ４２ 秀抜選 栃木県

つくね よしこ 築　根　淑　子 ４２ 秀抜選 茨城県

つげ きんし 柘　植　金　鵄 ２２ 招待 千葉県

つげ ひろみ（しなお） 柘　植　宏　実 （志実） 後期 ５１ 公募 東京都

つじ けいさい 辻　　　敬　齋 ６ （展示台） 東京展委嘱 茨城県

つしだ さえん 津志田　沙　苑 １９ （展示台） 招待 岩手県

つじの ちあき 辻　野　千　晶 後期 ５１ 公募 東京都

つじの ひおう 辻　野　鄙　罌 ４２ 秀抜選 東京都

つしま しゅんてい 津　島　春　汀 ２２ 招待 青森県

つしま せいほう 対　馬　聖　峰 ２２ 招待 青森県

つじもと だいうん 　元　大　雲 １ 代表 千葉県

つじもと ゆうえん 辻　元　邑　園 ２ 代表 大阪府

つちはし やすこ 土　橋　靖　子 １ 巨匠 東京都

つちや せんしゅう 土　屋　千　秋 ２２ 招待 埼玉県

つちや ようざん 土　屋　陽　山 ９ 中部展委嘱 愛知県

つのだ こうえい 角　田　香　瑛 ２１ 招待 神奈川県

つのだ たいじょう 角　田　大　壤 ２２ 招待 埼玉県

つのだ ふじお（ふじ） 角　田　不二男 （不二） 後期 ５１ 公募 埼玉県

つはら きみこ 津　原　公　子 ４２ 秀抜選 神奈川県

つぼうち しょうほ 坪　内　祥　浦 ２２ 招待 埼玉県

つぼた たいしゅう 坪　田　泰　舟 ４２ 秀抜選 長野県

つぼた ひろみ（れいか） 坪　田　裕　美 （鈴花） 後期 ５１ 公募 福岡県

つもと たいすい 津　本　泰　水 ２２ 招待 千葉県

つるおか あいこ 鶴　岡　愛　子 ４２ 秀抜選 神奈川県

つるが のりこ 鶴　家　典　子 ４２ 秀抜選 埼玉県
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つるぐち かな 鶴　口　夏　菜 後期 ５１ 公募 奈良県

つるた さちこ（しゅうすい） 鶴　田　サチコ （秀翠） 後期 ５１ 公募 和歌山県

つるみ こうしゅう 鶴　見　香　萩 ２２ 招待 茨城県

つるみ ときえ 鶴　見　時　江 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

でぐち いくこ（ほうきん） 出　口　育　子 （抱琴） 後期 ５１ 公募 和歌山県

でたに まりこ 出　谷　毬　子 ２２ 招待 埼玉県

てづか かずみ 手　塚　和　美 ４２ 秀抜選 富山県

てづか なつこ 手　塚　生都子 ２２ 招待 埼玉県

てらお せきうん 寺　尾　碩　雲 ２２ 招待 長野県

てらおか とうしゅう 寺　岡　棠　舟 ７ 東京展委嘱 千葉県

てらさか まさみ 寺　坂　昌　三 ８ 関西展委嘱 岡山県

てらさわ きほう 寺　澤　紀　芳 ４２ 秀抜選 長野県

てらはら せいざん 寺　原　聖　山 ２２ 招待 神奈川県

てらはら たいへい（しせい） 寺　原　大　平 （司聖） 後期 ５１ （展示台） 公募 神奈川県

てるい こうげつ 照　井　皓　月 ２２ 招待 岩手県

どい りゅうせつ 土　肥　立　雪 ３９ 秀抜選 東京都

とうげはら ひさこ（ひすい） 峠　原　妃早子 （妃翠） 後期 ５１ 公募 和歌山県

とうま しょうじ（しょうふう） 東　間　章　二 （松風） 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

どうもと がじん 堂　本　雅　人 ４ 代表 和歌山県

とうやま ぎょくも 遠　山　玉　茂 ４２ 秀抜選 東京都

とがし かおり（せっこう） 冨　樫　佳　織 （石光） 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

とがし せつこ 冨　樫　節　子 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

とき けんこ 土　岐　妍　子 ８ 関西展委嘱 京都府

ときざき ごほう 時　崎　五　鳳 ４３ 秀抜選 茨城県

ときた たいしょう 時　田　大　祥 ２２ 招待 千葉県

とくしげ とくほう 徳　重　篤　鵬 ４３ 秀抜選 茨城県

とくだ ぎょくしゅう 徳　田　玉　舟 ４２ 秀抜選 青森県

とくぶち みつえ 徳　渕　みつゑ 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

とくます てんしん 徳　増　天　慎 ２２ 招待 静岡県

とくまる ほうせん 得　丸　鵬　仙 ２２ 招待 東京都
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とくむら きょくげん 徳　村　旭　厳 ２２ 招待 千葉県

とざわ しゅうてい 戸　澤　秋　亭 ２２ 招待 北海道

としもり よしき 歳　森　芳　樹 ７ 東京展委嘱 東京都

とねがわ すいくう 利根川　翠　空 ４３ 秀抜選 神奈川県

どひ さわこ 土　肥　佐和子 後期 ５１ 公募 埼玉県

とびた ちゅうこう 飛　田　冲　曠 ２２ 招待 千葉県

とみた ちさこ 冨　田　智紗子 後期 ５１ 公募 奈良県

とみなが そせん 富　永　蘇　泉 ２３ 招待 埼玉県

とみなが ちくざん 冨　永　竹　山 ２３ 招待 茨城県

とみなが わきこ 富　永　和喜子 ２３ 招待 東京都

ともい やちよ 友　井　八千代 １９ （展示台） 招待 静岡県

ともと しょうてい 戸　本　松　庭 ４３ 秀抜選 静岡県

ともべ せいしょ 友　部　静　処 ２２ 招待 神奈川県

とやま ずいほ 外　山　瑞　歩 ４２ 秀抜選 東京都

とよしま よしのり（ほううん） 豊　島　義　則 （峰雲） 後期 ５１ 公募 新潟県

とよだ ろけい 豊　田　露　逕 ４３ 秀抜選 茨城県

とよはら むつこ 豊　原　睦　子 ８ 関西展委嘱 兵庫県

ないとう けいこ（れいか） 内　藤　恵　子 （麗果） 後期 ５１ 公募 埼玉県

ないとう しゅうれい 内　藤　秋　麗 ４３ 秀抜選 千葉県

ないとう すみこ（せいせつ） 内　藤　澄　子 （晴雪） 後期 ５１ 公募 神奈川県

ないとう ふけい 内　藤　富　卿 ４ 代表 東京都

ないとう ぼうざん 内　藤　望　山 ４ 代表 東京都

なかい れいぎょう 中　井　嶺　暁 ４３ 秀抜選 北海道

ながい けいこ 永　井　敬　子 ４３ 秀抜選 長野県

ながい そけん 長　井　素　軒 ８ 関西展委嘱 兵庫県

なかうち しんい 中　内　真　意 ４３ 秀抜選 東京都

ながお たいそん 長　尾　泰　邨 ２３ 招待 青森県

ながお のりこ 永　尾　典　子 後期 ５１ 公募 愛知県

なかおか あきこ 中　岡　文　子 後期 ５１ 公募 和歌山県

ながおか ほうきん 長　岡　抱　琴 ２３ 招待 神奈川県
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なかがわ きょうじ 仲　川　恭　司 １ 代表 埼玉県

なかがわ さちえ（えいしゅう） 中　川　幸　江 （暎舟） 後期 ５１ 公募 神奈川県

なかがわ しゅんこう 中　川　春　香 ４３ 秀抜選 茨城県

なかがわ すいよう 中　川　翠　陽 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかがわ せいれい 中　川　青　玲 ２３ 招待 石川県

なかがわ ちか 中　川　千　華 ４３ 秀抜選 神奈川県

なかがわ ゆうじん 中　川　游　人 ２１ 招待 神奈川県

なかざと こうほう 中　里　弘　峯 ４３ 秀抜選 栃木県

なかざわ ともこ 中　澤　知　子 ２３ 招待 埼玉県

なかざわ なほ 中　澤　奈　保 後期 ５１ 公募 和歌山県

ながさわ せいほう 長　澤　聖　鳳 ２３ 招待 東京都

なかじ かおり 中　路　佳保里 ４ 代表 京都府

なかしま すいせい 中　島　翠　霽 ４３ 秀抜選 新潟県

なかじま あきひろ 中　島　昭　浩 ２３ 招待 茨城県

なかじま えつこ 中　島　悦　子 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかじま えみ（すいよう） 中　嶋　恵　美 （翠葉） 後期 ５１ 公募 大阪府

なかじま ぎょくか 中　嶋　玉　華 ２３ 招待 千葉県

なかじま ぎんせつ 中　嶋　吟　雪 ４４ （展示台） 秀抜選 青森県

なかじま さんぽう 中　島　山　蓬 ４３ 秀抜選 東京都

なかじま たいせき 中　島　大　碩 ２３ 招待 茨城県

なかじま れい 中　島　　　玲 後期 ５１ 公募 神奈川県

ながしま ごしゅん 永　島　五　峻 ２３ 招待 埼玉県

ながしま しずお 長　島　静　男 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかせこ ゆきやす 中世古　行　保 後期 ５１ 公募 三重県

なかぞの あきよ 中　園　明　代 ４３ 秀抜選 千葉県

なかた まゆみ 仲　田　真　弓 ２３ 招待 山梨県

なかだ きんか 中　田　琴　花 ４３ 秀抜選 静岡県

なかだ しゅうれい 中　田　秀　麗 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかだ ひせん 中　田　飛　泉 ２３ 招待 石川県

ながた えいり 長　田　詠　李 ４３ 秀抜選 東京都
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なかたに きみこ 中　谷　貴美子 ４３ 秀抜選 東京都

なかつつみ しゅんり 中　堤　春　里 ４３ 秀抜選 東京都

なかで いくこ（いくえん） 中　出　郁　子 （郁苑） 後期 ５１ 公募 和歌山県

ながとも まこと（そうせき） 永　友　　　誠 （崇石） 後期 ５１ 公募 東京都

なかにし あおい 中　西　　　碧 後期 ５２ 公募 三重県

ながぬま やすえ（こうしゅう） 長　沼　康　江 （煌舟） 後期 ５２ 公募 神奈川県

なかの えみこ 中　野　恵美子 ４３ 秀抜選 千葉県

なかの きょうこ（ししゅう） 中　野　恭　子 （紫舟） 後期 ５２ 公募 宮崎県

なかの はくうん 中　野　柏　雲 ２３ 招待 千葉県

なかの はくよう 仲　野　白　曄 ２３ 招待 千葉県

なかの ひろみ（ゆうし） 中　野　裕　美 （裕志） 後期 ５２ 公募 東京都

なかの ほくめい 中　野　北　溟 １ 巨匠 北海道

ながの ちくけん 長　野　竹　軒 ７ 東京展委嘱 東京都

なかばやし ろふう 中　林　蕗　風 ２ 代表 愛知県

なかはら かずみ（しょうう） 中　原　和　美 （湘雨） 後期 ５２ 公募 東京都

なかはら しんちく 中　原　信　竹 ２３ 招待 東京都

ながまつ がりゅう 永　松　鵞　立 ２０ （展示台） 招待 神奈川県

なかまる ゆうこう 中　丸　優　香 ４３ 秀抜選 神奈川県

なかみち きんすい 中　道　琴　翠 ２３ 招待 静岡県

なかむら うんりゅう 中　村　雲　龍 ４ 代表 埼玉県

なかむら かいどう 中　村　海　洞 ２３ 招待 東京都

なかむら きょうこ 中　村　恭　子 ４３ 秀抜選 東京都

なかむら ぎょくえん 中　村　玉　苑 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかむら ぎょくすい 中　村　玉　翠 ４３ 秀抜選 東京都

なかむら けいせん 中　村　溪　川 ４３ 秀抜選 青森県

なかむら けいせん 中　村　恵　仙 ４３ 秀抜選 静岡県

なかむら こうか 中　村　香　柯 ２３ 招待 埼玉県

なかむら こうかく 中　村　黄　鶴 ４３ 秀抜選 埼玉県

なかむら こうりん 中　村　香　林 ４７ （展示台） 秀抜選 石川県

なかむら しゅんえん 中　村　春　園 ４３ 秀抜選 埼玉県

な

－48－



よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

なかむら じゅんこ 中　村　純　子 ４４ 秀抜選 埼玉県

なかむら しろう 中　村　史　朗 ８ 関西展委嘱 京都府

なかむら せいらん 中　村　青　藍 ２３ 招待 埼玉県

なかむら そがく 中　村　素　岳 ２３ 招待 埼玉県

なかむら たいいく 中　村　大　郁 ２３ 招待 東京都

なかむら てるよ（しゅんとう） 中　村　照　代 （春桃） 後期 ５２ 公募 東京都

なかむら てんけい 中　村　天　馨 ９ 九州展委嘱 熊本県

なかむら てんこう 中　村　天　香 ９ 九州展委嘱 熊本県

なかむら のぶお 中　村　伸　夫 １ 代表 茨城県

なかむら のぶこ 中　村　暢　子 ２３ 招待 新潟県

なかむら はくろ 中　村　白　鷺 ２４ 招待 東京都

なかむら びりょう 中　村　美　綾 ２４ 招待 東京都

なかむら ひろこ 中　村　博　子 ４３ 秀抜選 茨城県

なかむら ふく（きょうか） 中　村　ふ　く （喬華） 後期 ５２ 公募 東京都

なかむら まちこ（しんじゅ） 中　村　眞知子 （真珠） 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

なかむら みちこ 中　村　迪　子 後期 ５１ （展示台） 公募 千葉県

なかむら やすこ 中　村　泰　子 後期 ５２ 公募 愛知県

なかむら ゆき 中　村　友　希 ４４ 秀抜選 富山県

なかむら ゆみこ 中　村　裕美子 ２３ 招待 茨城県

なかむら ゆみこ 中　村　由美子 ４３ 秀抜選 茨城県

なかむら りっこう 中　村　律　香 ４２ 秀抜選 埼玉県

なかむろ しゅうすい 中　室　舟　水 ８ 関西展委嘱 広島県

なかもと たいじょう 中　元　泰　乗 ２４ 招待 東京都

なかもり さげつ 中　森　茶　月 ４４ 秀抜選 千葉県

なかもり まゆみ 中　森　真由美 後期 ５２ 公募 埼玉県

ながもり そうきゅう 永　守　蒼　穹 １ 代表 埼玉県

なかやま けいこ 中　山　啓　子 ４３ 秀抜選 東京都

なかやま しゅんぎょく 中　山　恂　玉 ４４ 秀抜選 埼玉県

なかやま はくどう 中　山　白　堂 ４１ （展示台） 秀抜選 茨城県

ながら たんせい 長　柄　丹　青 ４７ （展示台） 秀抜選 東京都
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

なす たいけい 那　須　大　卿 ２３ 招待 千葉県

なとり まさずみ 名　取　誠　純 ４３ 秀抜選 山梨県

なべたに きげん 鍋　谷　紀　元 ４４ 秀抜選 東京都

なみえ れいしゅう 波　江　玲　舟 ４４ 秀抜選 東京都

なみき きんし 並　木　金　紫 ２４ 招待 千葉県

なめだ ようさい 滑　田　燿　齋 ２７ （展示台） 招待 埼玉県

なら こうさい 奈　良　衡　齋 ７ （展示台） 東京展委嘱 埼玉県

ならざき かしょう 楢　崎　華　祥 ４ 代表 東京都

ならば しゅんすい 奈良場　春　翠 ４３ 秀抜選 群馬県

なりた さお（こうすい） 成　田　紗　緒 （紅翠） 後期 ５２ 公募 愛知県

なりた じゅえん 成　田　寿　苑 ２４ 招待 埼玉県

なるせ けいえん 成　瀬　恵　苑 ２４ 招待 東京都

なるせ はるか（かほう） 成　瀬　晴　香 （夏峰） 後期 ５２ 公募 京都府

にいくら せいそん 新　倉　承　邨 ４４ 秀抜選 東京都

にいつ こどう 新　津　滸　堂 ４４ 秀抜選 長野県

にいほり おうしゅう 新　堀　應　秋 ４４ 秀抜選 茨城県

にいろ じゅけい 新　納　寿　逕 ４４ 秀抜選 神奈川県

にし ぼくとう 西　　　墨　濤 ２４ 招待 東京都

にし みちよ（みえん） 西　　　巳智代 （巳苑） 後期 ５２ 公募 和歌山県

にしい りんし 西　井　凜　志 後期 ５２ 公募 三重県

にしうら りえ 西　浦　理　恵 ２４ 招待 静岡県

にしお きよし（きうん） 西　尾　　　清 （暉雲） 後期 ５２ 公募 千葉県

にしおか こうしゅう 西　岡　虹　舟 ４４ 秀抜選 栃木県

にしざと としふみ 西　里　俊　文 ４４ 秀抜選 青森県

にしざわ きょうこ 西　澤　恭　子 後期 ５２ 公募 大阪府

にしざわ すいこう 西　澤　翠　香 ２４ 招待 千葉県

にしざわ ばんう 西　澤　万　雨 ４４ 秀抜選 青森県

にしじま こううん 西　嶋　香　雲 ４４ 秀抜選 富山県

にしだ たけし 西　田　　　健 ２４ 招待 東京都

にしだ もえ（ちせん） 西　田　萌　え （智仙） 後期 ５２ 公募 三重県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

にしだ ゆうほう 西　田　幽　芳 ４４ 秀抜選 静岡県

にしの さちこ 西　野　幸　子 後期 ５２ 公募 東京都

にしの ちょうか 西　野　聴　花 ４４ 秀抜選 静岡県

にしむら かずあき（こうざん） 西　村　和　晃 （晃山） 後期 ５２ 公募 和歌山県

にしむら こうよう 西　村　香　葉 ２４ 招待 千葉県

にしむら じこう 西　村　自　耕 ４ 代表 大阪府

にしむら だいすけ 西　村　大　輔 ８ 関西展委嘱 京都府

にしむら たかき 西　村　天　希 後期 ５２ 公募 奈良県

にしむら とうけん 西　村　東　軒 ４ 代表 神奈川県

にしむら はるか 西　村　春　香 後期 ５２ 公募 三重県

にしむら みさき 西　村　美　咲 後期 ５２ 公募 三重県

にしむら ゆきえ（れいふう） 西　村　幸　恵 （麗楓） 後期 ５２ 公募 千葉県

にしむら ゆみこ 西　村　由美子 後期 ５１ （展示台） 公募 三重県

にしもと れいこう 西　本　澪　香 ４４ 秀抜選 群馬県

にしやま けいこ 西　山　恵　子 ２２ 招待 神奈川県

にしわき めぐみ（ほうすい） 西　脇　　　恵 （峯翠） 後期 ５２ 公募 京都府

にたに たいほう 新　谷　泰　鵬 ４ 代表 奈良県

にっくに がどう 新　國　雅　堂 ２４ 招待 福島県

にった こうすい 新　田　光　水 ２４ 招待 石川県

にのみや きりゅう 二　宮　奇　龍 ２４ 招待 東京都

にのみや きんざん 二　宮　欣　山 ９ 九州展委嘱 福岡県

にのみや しげき（せいりゅう） 二　宮　茂　喜 （西隆） 後期 ５２ 公募 鹿児島県

にわ かずえ 丹　羽　一　枝 後期 ５１ （展示台） 公募 愛知県

ぬまざわ さちこ（さつき） 沼　澤　さち子 （沙月） 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

ねぎし こうえん 根　岸　髙　淵 ２４ 招待 埼玉県

ねぎし さちこ 根　岸　幸　子 ４４ 秀抜選 群馬県

ねづ よしゆき 根　津　益　之 後期 ５２ 公募 東京都

ねもと たいきゅう 根　本　泰　邱 ２４ 招待 千葉県

のいえ ひさえ 野　家　久　枝 ２４ 招待 栃木県

のうみ すいけい 能　美　翠　袿 ２４ 招待 埼玉県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

のがみ せいえん 野　上　清　苑 ４４ 秀抜選 静岡県

のぐち すみこ 野　口　純　子 ４４ 秀抜選 茨城県

のぐち ちかこ 野　口　千香子 ４４ 秀抜選 富山県

のぐち とうか 野　口　彤　霞 ４３ 秀抜選 東京都

のざき ゆうこ（かせつ） 野　崎　優　子 （華雪） 後期 ５１ （展示台） 公募 東京都

のざわ ぎょくそう 野　澤　玉　巣 ２４ 招待 埼玉県

のざわ きりゅう 野　澤　喜　龍 ４３ 秀抜選 埼玉県

のせ ふさこ 能　勢　房　子 後期 ５２ 公募 千葉県

のせ まり 野　瀬　真　理 ２４ 招待 埼玉県

のだ きょうえん 野　田　杏　苑 ４ 代表 岩手県

のだ たいざん 野　田　泰　山 ２４ 招待 神奈川県

のだ まさゆき 野　田　正　行 ４ 代表 福岡県

のなか まさこ 野　中　雅　子 ４４ 秀抜選 東京都

ののべ しょうえん 野々部　祥　園 ４４ 秀抜選 秋田県

のはら ちえみ（えいしょう） 野　原　千恵巳 （永翔） 後期 ５２ （展示台） 公募 広島県

のひら じゅし 野　平　壽　紫 ２４ 招待 東京都

のむら たかし 野　村　　　崇 ２４ 招待 石川県

のむら めり 野　村　芽　里 ４５ 秀抜選 石川県

はいしま えつこ 蓜　島　悦　子 ２４ 招待 千葉県

はかまだ せいせん 袴　田　清　泉 ４５ 秀抜選 神奈川県

はぎの てんざん 萩　野　展　山 ９ 中部展委嘱 岐阜県

はぎはら よしみ（ようふう） 萩　原　良　美 （搖風） 後期 ５２ 公募 兵庫県

はぎわら せいほう 萩　原　青　峰 ４５ 秀抜選 群馬県

はざま かづこ（おうしゅう） 間　　　賀津子 （桜舟） 後期 ５２ （展示台） 公募 和歌山県

はざま ゆみこ（ゆみ） 狭　間　由美子 （由美） 後期 ５２ 公募 東京都

はしぐち きくよ（ぎょくしゅう） 橋　口　喜久代 （玉舟） 後期 ５２ 公募 宮崎県

はしの ゆうこ（ゆうこ） 橋　野　有　子 （由子） 後期 ５２ 公募 東京都

はしもと がくすい 橋　本　岳　翠 ２４ 招待 神奈川県

はしもと けいせつ 橋　本　桂　雪 ２４ 招待 千葉県

はしもと こうふう 橋　本　幸　楓 ４５ 秀抜選 東京都
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

はしもと しょうきん 橋　本　小　琴 ８ 関西展委嘱 大阪府

はしもと たえこ（たえ） 橋　本　妙　子 （妙） 後期 ５２ 公募 大阪府

はしもと としこ 橋　本　紀　子 後期 ５２ 公募 東京都

はずい じゅん 筈　井　　　淳 ８ 関西展委嘱 兵庫県

はせがわ けいか 長谷川　溪　華 ４４ 秀抜選 神奈川県

はせべ せいけい 長谷部　青　徑 ９ 中部展委嘱 愛知県

はたけやま こうせつ 畠　山　耕　雪 ７ 東京展委嘱 富山県

はたけやま すいこう 畠　山　翠　香 ４４ 秀抜選 宮城県

はたけやま みずほ 畠　山　瑞　穂 ４５ 秀抜選 宮城県

はたの きょうすい 羽田野　京　水 ４５ 秀抜選 神奈川県

はっかく かんよう 八　角　寛　容 ４５ 秀抜選 千葉県

はつかり ぼくふう 初　雁　穆　風 ４５ 秀抜選 埼玉県

はなき ちえみ 花　木　千惠美 後期 ５２ 公募 愛知県

はなき ひろこ 花　木　博　子 ４５ 秀抜選 東京都

ばば くみこ 馬　場　久美子 ４５ 秀抜選 新潟県

ばば とうしゅう 馬　場　桃　舟 ４５ 秀抜選 群馬県

ばば ともこ（しゅんらん） 馬　場　朋　子 （春蘭） 後期 ５２ 公募 埼玉県

ばば みゆき 馬　場　美　幸 後期 ５２ 公募 神奈川県

はまおか けんうん 濱　岡　見　雲 ２４ 招待 神奈川県

はまの さとみ 濵　野　聡　美 ４５ 秀抜選 千葉県

はやかわ みつこ（こうふう） 早　川　光　子 （光楓） 後期 ５２ 公募 愛知県

はやかわ よしお 早　川　桂　央 ２４ 招待 埼玉県

はやし かくほう 林　　　鶴　芳 ４５ 秀抜選 神奈川県

はやし かげつ 林　　　華　月 ４５ 秀抜選 東京都

はやし かずえ（かずえ） 林　　　一　恵 （和榮） 後期 ５２ 公募 東京都

はやし かなこ 林　　　加奈子 後期 ５２ 公募 愛知県

はやし けいこ 林　　　恵　子 後期 ５２ 公募 愛知県

はやし こうほ 林　　　光　浦 ４５ 秀抜選 群馬県

はやし しゅんか 林　　　春　芳 ４５ 秀抜選 東京都

はやし しょうぶ 林　　　韶　舞 ２４ 招待 千葉県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

はやし とうか 林　　　唐　華 ４５ 秀抜選 栃木県

はやし まさゆき（しょうぐう） 林　　　雅　之 （松宮） 後期 ５２ 公募 愛知県

はやし やすこ 林　　　泰　子 ４５ 秀抜選 東京都

はやし ゆいか 林　　　結　華 ４５ 秀抜選 千葉県

はやし ゆうか 林　　　夕　霞 ４５ 秀抜選 千葉県

はやし ようこ 林　　　陽　子 後期 ５２ 公募 兵庫県

はやし よしこ 林　　　賢　子 ４５ 秀抜選 長野県

はやしだ まき（りんか） 林　田　麻　希 （琳華） 後期 ５２ 公募 埼玉県

はやせ すいう 早　瀬　翠　雨 ２４ 招待 茨城県

はやせ めいかん 早　瀬　明　觀 ２４ 招待 静岡県

はやま たぼう 羽　山　多　望 ２４ 招待 千葉県

はら なおみ 原　　　奈緒美 ２４ 招待 東京都

はら なみえ 原　　　波　江 ２５ 招待 福島県

はら みつこ 原　　　満　子 ２５ 招待 東京都

はら みよこ 原　　　美代子 ４５ 秀抜選 神奈川県

はら りゅうじ 原　　　龍　児 ４１ （展示台） 秀抜選 神奈川県

はらうち なおみ（なおか） 原　内　直　美 （直香） 後期 ５２ 公募 香川県

はらさわ ゆうこ 原　沢　游　古 ２５ 招待 千葉県

はらしま とうすい 原　嶋　棠　翠 ４５ 秀抜選 東京都

はらだ けいか 原　田　溪　華 ４５ 秀抜選 東京都

はらだ こうきん 原　田　弘　琴 ２４ 招待 東京都

はらだ こうよう 原　田　光　洋 ２５ 招待 茨城県

はらだ さいすい 原　田　彩　翠 ２５ 招待 千葉県

はらだ せいえん 原　田　青　苑 ４４ 秀抜選 神奈川県

はらだ せいか 原　田　青　霞 ４５ 秀抜選 東京都

ばん しんぎ 伴　　　心　義 ２５ 招待 東京都

ひがしせと ひなこ（おうか） 東瀬戸　日菜子 （櫻華） 後期 ５２ 公募 埼玉県

ひがしたに ひろこ 東　谷　浩　子 ２５ 招待 石川県

ひがの たく 日賀野　　　 ４ 代表 栃木県

ひぐち げんざん 樋　口　玄　山 ２５ 招待 東京都
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ひぐち ようふう 樋　口　楊　風 ４５ 秀抜選 宮城県

ひぐらし しゅうか 日　暮　琇　華 ４５ 秀抜選 千葉県

ひこそう なつえ 彦　惣　夏　枝 ２５ 招待 千葉県

ひこた ゆうこ 彦　田　裕　子 ４５ 秀抜選 東京都

ひさだ ほうかく 久　田　芳　鶴 ４５ 秀抜選 石川県

ひさだ わしゅう 久　田　和　舟 ２５ 招待 茨城県

ひさたけ ゆきと 久　武　志　登 後期 ５２ 公募 奈良県

ひじかた さけい 土　方　莎　径 ２４ 招待 埼玉県

びぜん とおる 備　前　　　徹 ２５ 招待 東京都

ひだか そうしゃ 肥　髙　草　舎 ２５ 招待 埼玉県

ひな しゅうこう 日　名　秋　光 ４５ 秀抜選 埼玉県

ひなさと しょうか 鄙　里　章　華 ４５ 秀抜選 千葉県

ひなた れいせつ 日　向　麗　雪 ４５ 秀抜選 東京都

ひの みどり 日　野　　　緑 後期 ５２ 公募 東京都

ひび ゆうてい 日　比　楢　丁 ４５ 秀抜選 埼玉県

ひびの しょうえつ 日比野　照　悦 ４５ 秀抜選 神奈川県

ひびの みのる 日比野　　　実 ４ 代表 京都府

ひよし せいめい 日　吉　青　溟 ４６ 秀抜選 神奈川県

ひらおか かねこ（えいこう） 平　岡　かね子 （映香） 後期 ５２ （展示台） 公募 兵庫県

ひらが けいこ 平　賀　敬　子 ２５ 招待 東京都

ひらかた せいいつ 平　形　精　逸 ７ 東京展委嘱 静岡県

ひらかわ かりん 平　川　華　凜 ４６ 秀抜選 千葉県

ひらき みちよ（さきょう） 平　木　道　代 （沙京） 後期 ５２ 公募 東京都

ひらさき こうよう 平　崎　紅　曄 ４６ 秀抜選 東京都

ひらた ちえこ（けいほう） 平　田　千恵子 （恵芳） 後期 ５２ 公募 岡山県

ひらた ようこう 平　田　洋　香 ２５ 招待 茨城県

ひらの かの 平　野　樺　乃 後期 ５２ 公募 京都府

ひらの しょしゅう 平　野　渚　秋 ４６ 秀抜選 千葉県

ひらの ちよこ 平　野　千代子 後期 ５２ （展示台） 公募 東京都

ひらの はくう 平　野　白　烏 ２３ 招待 埼玉県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

ひらばやし しょうか 平　林　翔　華 ４５ 秀抜選 千葉県

ひらばやし たかこ 平　林　孝　子 ４５ 秀抜選 千葉県

ひらまつ きょうこう 平　松　京　香 ４６ 秀抜選 神奈川県

ひらまつ しうん 平　松　紫　雲 ９ 中部展委嘱 愛知県

ひらまつ しずよ 平　松　静　代 ４６ 秀抜選 石川県

ひらまつ しゅんれい 平　松　春　麗 ４６ 秀抜選 静岡県

ひらまつ ちえこ 平　松　千恵子 ２５ 招待 神奈川県

ひらやま かんせん 平　山　寛　川 ２５ 招待 東京都

ひらやま じゅっぽう 平　山　十　方 ２５ 招待 東京都

ひらやま びえい 平　山　美　影 ２５ 招待 埼玉県

ひろおか ともか 廣　岡　智　香 後期 ５２ 公募 奈良県

ひろがき きょうこ 広　垣　京　子 後期 ５２ 公募 三重県

ひろしげ とうしゅう 弘　重　桃　舟 ４７ （展示台） 秀抜選 神奈川県

ひろせ くみこ（しょうか） 廣　瀬　久美子 （韶華） 後期 ５２ 公募 埼玉県

ひろた れいこ 廣　田　玲　子 ２４ 招待 東京都

ひろはし かすみ（こうじゅ） 広　橋　香　住 （香住） 後期 ５２ 公募 和歌山県

ふかざわ めいちょう 深　澤　明　澄 ４５ 秀抜選 静岡県

ふかせ ひろゆき 深　瀬　裕　之 ８ 関西展委嘱 兵庫県

ふかわ せんしょ 府　川　泉　処 ４６ 秀抜選 神奈川県

ふくい じゅんや 福　井　淳　哉 ２５ 招待 東京都

ふくい とうこう 福　井　東　紅 ４６ 秀抜選 東京都

ふくざわ ともこ 福　澤　知　子 後期 ５２ 公募 神奈川県

ふくしま かすい 福　島　可　翆 ４６ 秀抜選 東京都

ふくだ あきよ 福　田　明　代 ２５ 招待 東京都

ふくだ えいこう 福　田　英　香 ４６ 秀抜選 神奈川県

ふくだ てんちく 福　田　典　竹 ４１ （展示台） 秀抜選 静岡県

ふくだ よしみ 福　田　佳始美 後期 ５２ 公募 香川県

ふくなが らんほう 福　永　鸞　逢 ４６ 秀抜選 東京都

ふくにし ゆい 福　西　結　衣 後期 ５２ 公募 奈良県

ふくみつ ゆうせき 福　光　幽　石 ４ 代表 大阪府
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

ふくもと さんか 福　本　三　佳 ４６ 秀抜選 東京都

ふくやま きょうこう 福　山　京　江 ４６ 秀抜選 東京都

ふくやま けいこ（けいざん） 福　山　惠　子 （惠山） 後期 ５２ 公募 愛知県

ふじい いくこ 藤　井　郁　子 後期 ５２ 公募 奈良県

ふじい やすよ 藤　井　保　代 後期 ５２ 公募 東京都

ふじい よしやす 藤　井　良　泰 ２５ 招待 群馬県

ふじおか げっか 藤　岡　月　華 ２５ 招待 東京都

ふじおか こと 藤　岡　　　琴 後期 ５２ 公募 東京都

ふじおか とけい 藤　岡　都　逕 ２ 代表 奈良県

ふじかわ えいしゅう 藤　川　映　舟 ２５ 招待 千葉県

ふじかわ すいこう 藤　川　翠　香 ９ 関西展委嘱 岡山県

ふじさき おんい 藤　咲　温　偉 ２５ 招待 千葉県

ふじさき ぎしゅう 藤　﨑　義　舟 ２５ 招待 千葉県

ふじさわ くにこ 藤　澤　邦　子 ４６ 秀抜選 北海道

ふじさわ じゅんこ 藤　澤　順　子 ２５ 招待 神奈川県

ふじさわ まりこ 藤　澤　毬　子 ４６ 秀抜選 神奈川県

ふじた がほう 藤　田　雅　邦 ４６ 秀抜選 山梨県

ふじた さち（じゅせん） 藤　田　佐　知 （寿仙） 後期 ５２ 公募 東京都

ふじた せいすい 藤　田　静　翠 ４６ 秀抜選 岩手県

ふじた ひさき 藤　田　壽　樹 ２６ 招待 千葉県

ふじた ようこ 藤　田　葉　子 ４６ 秀抜選 静岡県

ふじの ほくしん 藤　野　北　辰 ９ 関西展委嘱 奈良県

ふじのき こうよう 藤ノ木　恒　葉 ４６ 秀抜選 東京都

ふじはら けいしゅう 藤　原　桂　洲 ２５ 招待 東京都

ふじま しすい 藤　間　子　穂 ４６ 秀抜選 千葉県

ふじまき そうげつ 藤　巻　窓　月 ２５ 招待 埼玉県

ふじもり うんがく 藤　森　雲　岳 ４６ 秀抜選 長野県

ふじもり だいせつ 藤　森　大　節 ４６ 秀抜選 埼玉県

ふじわら えいすい 藤　原　瑛　翠 ２５ 招待 秋田県

ふじわら ぎょくか 藤　原　玉　華 ４６ 秀抜選 静岡県
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よみ姓 よみ名 ランク 都道府県姓　名 展　示　室

ふじわら ぎょくしょう 藤　原　玉　梢 ２５ 招待 埼玉県

ふじわら まさこ（しょうこう） 藤　原　昌　子 （昌香） 後期 ５２ 公募 大阪府

ふち あつこ 渕　　　敦　子 後期 ５２ （展示台） 公募 東京都

ふどう ゆうなん 不　動　佑　南 ２６ 招待 石川県

ふなお けいせき 舟　尾　圭　碩 ４ 代表 和歌山県

ふなかた さとみ 船　方　里　美 後期 ５２ （展示台） 公募 大阪府

ふなくぼ とうえん 船久保　棠　苑 ２６ 招待 新潟県

ふなだ よしこ 舟　田　良　子 ２６ 招待 石川県

ふなとみ さき 船　富　咲　希 後期 ５２ 公募 大阪府

ふなはし まきこ 舟　橋　真紀子 後期 ５２ （展示台） 公募 愛知県

ふるいち なほこ 古　市　奈保子 後期 ５２ 公募 神奈川県

ふるかわ えり 古　川　恵　理 後期 ５２ 公募 埼玉県

ふるかわ さいふう 古　川　彩　風 ２６ 招待 千葉県

ふるかわ すいげつ 古　川　水　月 ４６ 秀抜選 東京都

ふるさわ みえこ 古　澤　美恵子 後期 ５２ 公募 埼玉県

ふるだて はすい 古　舘　葩　水 ４６ 秀抜選 岩手県

ふるの きしゅう 古　野　稀　舟 ４６ 秀抜選 埼玉県

ふるや きえこ 古　屋　貴枝子 ４６ 秀抜選 千葉県

ふるや きよみ 古　谷　清　美 ４６ 秀抜選 千葉県

ふるや しゅかく 古　屋　朱　鶴 ４６ 秀抜選 東京都

ほうた りょうこ（はくてい） 宝　田　良　子 （柏汀） 後期 ５２ 公募 福岡県

ほかり しゅうこ（しゅうかく） 穂　苅　收　子 （秀鶴） 後期 ５２ 公募 東京都

ほさか せつどう 保　坂　拙　堂 ４６ 秀抜選 長野県

ほし こうどう 星　　　弘　道 １ 巨匠 東京都

ほし ともこ 星　　　知　子 ２６ 招待 東京都

ほしの あけみ 星　野　明　美 ４６ 秀抜選 東京都

ほしの えり（けいほう） 星　野　江　里 （啓峯） 後期 ５２ 公募 東京都

ほしの きょうこ 星　野　恭　子 後期 ５２ 公募 埼玉県

ほしば しょうりゅう 干　場　昇　龍 ７ 東京展委嘱 石川県

ほそい すいおう 細　井　翠　櫻 ４６ 秀抜選 東京都
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ほそがや そうか 細　萱　奏　花 ４５ 秀抜選 長野県

ほそだ えいこう 細　田　瑛　香 ４６ 秀抜選 栃木県

ほそぶち きんきょう 細　渕　金　杏 ４７ 秀抜選 千葉県

ほそや しのぶ（しのぶ） 細　谷　しのぶ （紫乃舞） 後期 ５２ （展示台） 公募 東京都

ほそや じょけい 細　谷　如　溪 ４６ 秀抜選 茨城県

ほそや ちな（ようこう） 細　谷　知　菜 （耀虹） 後期 ５２ 公募 埼玉県

ほだ みえこ 保　田　美永子 ４６ 秀抜選 東京都

ほった しょうよう 堀　田　小　葉 ４６ 秀抜選 東京都

ほなみ なつみ（やまぐちえんけん） 穂　波　菜つみ （山口遠絢） 後期 ５２ 公募 東京都

ほり かずこ 堀　　　和　子 ２６ 招待 東京都

ほり さちこ 堀　　　幸　子 後期 ５３ 公募 茨城県

ほり ちえこ 堀　　　千枝子 ４６ 秀抜選 埼玉県

ほりい せいすい 堀　井　聖　水 ２６ 招待 石川県

ほりえ せいちく 堀　江　聖　筑 ２６ 招待 東京都

ほりきり ゆきこ（こううん） 堀　切　幸　子 （幸雲） 後期 ５３ 公募 千葉県

ほりこし けいせん 堀　越　恵　泉 ２６ 招待 茨城県

ほりこし せいほう 堀　越　青　鳳 ４７ 秀抜選 埼玉県

ほりさわ ちょうざん 堀　澤　超　山 ４１ （展示台） 秀抜選 富山県

ほりた いっけい 堀　田　一　逕 ２６ 招待 新潟県

ほりもと しょうふう 堀　本　菖　風 ４７ 秀抜選 栃木県

ほんだ せいりゅう 本　多　青　龍 ２６ 招待 埼玉県

ほんだ とくふう 本　多　徳　風 ４７ 秀抜選 栃木県

ほんだ ゆうこ 本　田　裕　子 ４７ （展示台） 秀抜選 東京都

ほんどう こうえん 本　堂　耿　苑 ２６ 招待 埼玉県

ほんなみ せいてい 本　波　棲　亭 ２６ 招待 神奈川県

ほんま きょうせつ 本　間　杏　雪 ４７ 秀抜選 千葉県

ほんま へきほう 本　間　碧　芳 ４７ 秀抜選 新潟県

まえ ゆうしゅう 前　　　遊　舟 ２６ 招待 埼玉県

まえじま せんしゅう 前　島　泉　洲 ４ 代表 大阪府

まえぞの りょう（なんしゅう） 前　園　　　凌 （南州） 後期 ５３ 公募 埼玉県
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まえだ あきこ 前　田　明　子 ２０ （展示台） 招待 東京都

まえだ きょうそん 前　田　杏　邨 ４７ 秀抜選 石川県

まえだ なつみ 前　田　夏　美 後期 ５３ 公募 京都府

まえだ もくらん 前　田　木　蘭 ４７ 秀抜選 埼玉県

まえや しょうさく（けいすい） 前　屋　匠　作 （慶翠） 後期 ５３ 公募 鹿児島県

まがみ ぎどう 真　神　巍　堂 １ 巨匠 京都府

まきの あいがん 牧　野　靄　嵓 ２６ 招待 神奈川県

まきの ふみの 牧　野　ふみの ４７ 秀抜選 神奈川県

まきの みえ（りょうこう） 牧　野　美　恵 （綾虹） 後期 ５３ 公募 北海道

まさいけ きゆう 政　池　龜　有 ７ 東京展委嘱 埼玉県

まさはし はくが 正　橋　白　鵞 ７ 東京展委嘱 富山県

ますかわ しんか 増　川　真　華 ４７ 秀抜選 山形県

ますかわ ゆきこ 増　川　雪　子 ４８ （展示台） 秀抜選 石川県

ますだ きみこ（しょうざん） 増　田　公　子 （祥山） 後期 ５２ （展示台） 公募 埼玉県

ますだ きょうか 増　田　杏　華 ４７ 秀抜選 静岡県

ますだ けいこう 増　田　景　光 ４８ （展示台） 秀抜選 青森県

ますだ しょうちょう 増　田　松　晁 ４７ 秀抜選 千葉県

ますだ せつえい 増　田　摂　映 ２５ 招待 静岡県

ますだ ちょうせい 増　田　澄　靖 ４６ 秀抜選 千葉県

ますだ とうせん 増　田　東　扇 ４７ 秀抜選 茨城県

ますだ ぶんきょう 増　田　文　杏 ２６ 招待 静岡県

ますぶち こうせん 増　渕　香　泉 ４７ 秀抜選 千葉県

まだ きみこ（しえん） 間　多　公　子 （紫苑） 後期 ５３ 公募 神奈川県

まちだ あけみ 町　田　明　美 ４７ 秀抜選 埼玉県

まちだ けいうん 町　田　景　雲 ４７ 秀抜選 埼玉県

まつい いつき 松　井　　　樹 後期 ５３ （展示台） 公募 奈良県

まつうら こうしゅう 松　浦　江　秋 ２６ 招待 東京都

まつうら ほくりゅう 松　浦　北　龍 ２６ 招待 埼玉県

まつうら みつこ 松　浦　三津子 ２６ 招待 千葉県

まつうら りゅうは 松　浦　龍　坡 ２６ 招待 埼玉県
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まつお おさむ 松　尾　　　治 ２６ 招待 埼玉県

まつお しょうふう 松　尾　小　楓 ４７ 秀抜選 東京都

まつお せきほ 松　尾　碩　甫 ４１ （展示台） 秀抜選 東京都

まつお みつはる 松　尾　光　晴 ２６ 招待 栃木県

まつおか さちこ 松　岡　幸　子 後期 ５２ （展示台） 公募 佐賀県

まつおか へきせい 松　岡　碧　惺 ２６ 招待 千葉県

まつおか ゆきこ 松　岡　有規子 後期 ５３ 公募 東京都

まつかわ ぎょくどう 松　川　玉　堂 ２６ 招待 東京都

まつきよ しゅうせん 松　清　秀　仙 ４ 代表 鹿児島県

まつざき ぜんう 松　﨑　蝉　羽 ４７ 秀抜選 埼玉県

まつざき れぶん 松　﨑　礼　文 ２６ 招待 埼玉県

まつした えいふう 松　下　英　風 ９ 中部展委嘱 愛知県

まつした せいすい 松　下　晴　翠 ４７ 秀抜選 埼玉県

まつだ こうせつ 松　田　紅　雪 ４７ 秀抜選 静岡県

まつだ せいそう 松　田　青　艸 ４７ 秀抜選 千葉県

まつだ ひな 松　田　妃　菜 後期 ５３ 公募 三重県

まつだ ゆうほ 松　田　幽　甫 ４７ 秀抜選 東京都

まつだ ゆきえ 松　田　幸　江 ２６ 招待 千葉県

まつだ ようざん 松　田　幼　山 ２６ 招待 神奈川県

まつづか れいし 松　塚　玲　糸 ８ 関西展委嘱 奈良県

まつづる さつき 松　鶴　さつき ４８ （展示台） 秀抜選 茨城県

まつなか ふうこう 松　中　風　香 ４７ 秀抜選 青森県

まつなが しょうすい 松　永　梢　翠 ４７ 秀抜選 静岡県

まつばやし みしょう 松　林　美　蕉 ４７ 秀抜選 長野県

まつばら こうせん 松　原　宏　仙 ９ 九州展委嘱 福岡県

まつむら たえこ 松　村　妙　子 ２７ 招待 神奈川県

まつむら はくほう 松　村　博　峰 ８ 関西展委嘱 大阪府

まつもと かすい 松　本　霞　穂 ４８ 秀抜選 埼玉県

まつもと かせつ 松　本　佳　雪 ４７ 秀抜選 長野県

まつもと ぎょくけい 松　本　玉　景 ２７ 招待 茨城県
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まつもと こうゆう 松　本　香　邑 ２７ 招待 東京都

まつもと しょうこう 松　本　小　光 ４７ 秀抜選 東京都

まつもと すみよ 松　本　純美代 ２７ 招待 栃木県

まつもと としやす（びんせい） 松　本　敏　靖 （敏靖） 後期 ５３ 公募 大阪府

まつもと なな 松　本　菜　那 後期 ５３ 公募 奈良県

まつもと のぶまさ 松　本　亘　正 ４８ 秀抜選 神奈川県

まつもと ひより 松　本　妃　依 後期 ５３ 公募 東京都

まつもと みほ 松　本　美　穂 ９ 関西展委嘱 広島県

まつもと りしゅう 松　本　李　州 ２７ 招待 埼玉県

まなか ひろこ 　中　弘　子 ４８ 秀抜選 埼玉県

まなか まゆみ 真　中　摩由巳 後期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

まなこ てるこ 真　子　照　子 ２７ 招待 神奈川県

まなべ せいあ 真　鍋　井　蛙 ７ （展示台） 関西展委嘱 大阪府

まなべ はるか 真　鍋　遥　香 後期 ５３ 公募 奈良県

まの あやか（かすい） 真　野　綾　花 （華翠） 後期 ５３ 公募 愛知県

まゆみ ゆみこ 真　弓　由美子 ２７ 招待 神奈川県

まるやま けいか 丸　山　桂　華 ２７ 招待 東京都

まるやま こうえん 丸　山　香　苑 ２７ 招待 長野県

まるやま せいか 丸　山　清　華 ２７ 招待 新潟県

まるやま たえこ 丸　山　妙　子 ２７ 招待 東京都

まるやま ひろのぶ 丸　山　宏　信 ２７ 招待 長野県

まるやま ようけい 丸　山　楊　畦 ４８ 秀抜選 千葉県

まるやま れいか 丸　山　麗　華 ２７ 招待 静岡県

まるわか けいよう 丸　若　敬　葉 ２７ 招待 岩手県

まんどう しゅんすい 萬　藤　春　水 ４８ 秀抜選 山梨県

みうら しがく 三　浦　士　岳 ２７ （展示台） 招待 神奈川県

みうら じゅんこ 三　浦　順　子 ２７ 招待 神奈川県

みうら はくおう 三　浦　白　鷗 ９ 関西展委嘱 愛媛県

みかみ えいけん 三　神　榮　軒 ９ 中部展委嘱 愛知県

みかみ しげこ 三　上　茂　子 後期 ５３ 公募 東京都
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みき ひさこ（きゅうか） 三　木　久　子 （九華） 後期 ５３ 公募 兵庫県

みさわ がほう 三　沢　雅　峰 ４８ 秀抜選 東京都

みさわ さいぎょく 三　澤　彩　玉 ４８ 秀抜選 長野県

みさわ たいせん 三　沢　泰　仙 ４８ 秀抜選 長野県

みしな えいらん 三　品　英　蘭 ４８ 秀抜選 神奈川県

みしま すいせん 三　島　綏　茜 ４８ 秀抜選 長野県

みずかみ こううん 水　上　煌　雲 ４８ 秀抜選 茨城県

みずさき えつこ（かせん） 水　﨑　悦　子 （花扇） 後期 ５３ 公募 和歌山県

みずと せいきん 水　戸　靜　琴 ２７ 招待 石川県

みずの ひろこ 水　野　裕　子 ２７ 招待 神奈川県

みすみ せいか 三　角　栖　花 ２５ 招待 東京都

みずむら かずこ 水　村　和　子 ２７ 招待 埼玉県

みぞぐち こうらん 溝　口　紅　蘭 ２７ 招待 静岡県

みぞぐち ようれん 溝　口　瑶　漣 ２７ 招待 東京都

みたに きゅうか 三　谷　九　霞 ２７ 招待 神奈川県

みつおか きんりゅう 三ツ岡　瑾　流 ２７ 招待 静岡県

みつおか ほしゅう 三　岡　甫　州 ２７ 招待 東京都

みつおか りゅうがく 三　岡　龍　岳 ２７ 招待 東京都

みつぎ しえい 三津木　芝　影 ４７ 秀抜選 神奈川県

みつざわ かんせき 光　澤　閑　石 ４８ 秀抜選 長野県

みつはし しげこ 三　橋　重　子 ４８ （展示台） 秀抜選 東京都

みどりかわ まさこ 緑　川　雅　子 後期 ５２ （展示台） 公募 埼玉県

みなかわ きょうしゅう 皆　川　恭　舟 ７ 東京展委嘱 福島県

みなかわ けいこ 皆　川　景　子 後期 ５３ 公募 埼玉県

みなみ せいか 南　　　聖　香 ４８ 秀抜選 石川県

みなみ みつよ 南　　　光　代 後期 ５２ （展示台） 公募 大阪府

みなみぢ みょうせき 南　地　妙　石 ４８ 秀抜選 千葉県

みね ちよこ（ちしょう） 三　根　千代子 （千祥） 後期 ５３ 公募 福岡県

みね ようき 三　根　揚　煇 ２７ 招待 千葉県

みのうら かずこ 箕　浦　和　子 後期 ５２ （展示台） 公募 愛知県
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みむら みどり 三　村　　　翠 ４８ 秀抜選 埼玉県

みもり しゅんらん 三　森　春　蘭 ４１ （展示台） 秀抜選 静岡県

みやお みえい 宮　尾　美　詠 ４８ 秀抜選 長野県

みやおい ちょうこう 宮　負　丁　香 ６ 東京展委嘱 千葉県

みやがわ しょうすい 宮　川　昌　翠 ４８ 秀抜選 神奈川県

みやけ そうしゅう 三　宅　相　舟 ４ 代表 東京都

みやこ ぶんせつ 宮　古　文　雪 ２７ 招待 青森県

みやさか かきょう 宮　坂　佳　杏 ４８ 秀抜選 長野県

みやざき いくよ 宮　崎　幾　代 ４７ 秀抜選 東京都

みやざき きこう 宮　﨑　葵　光 ２ 代表 奈良県

みやざき こうすい 宮　崎　弘　水 ２７ 招待 群馬県

みやざき しゅんけい 宮　崎　春　溪 ２８ 招待 静岡県

みやざき ちえ（ちえん） 宮　﨑　千　衣 （千媛） 後期 ５３ 公募 熊本県

みやざき てつお 宮　崎　哲　夫 ２８ 招待 千葉県

みやざき りょうこ 宮　﨑　亮　子 後期 ５３ 公募 東京都

みやした れんにょ 宮　下　廉　女 ４７ 秀抜選 神奈川県

みやじま すいう 宮　島　翠　雨 ４８ 秀抜選 埼玉県

みやじま たいざん 宮　嶋　泰　山 ４１ （展示台） 秀抜選 東京都

みやた ひでのぶ 宮　田　秀　信 後期 ５２ （展示台） 公募 兵庫県

みやでら ようこう 宮　寺　瑤　光 ４８ 秀抜選 東京都

みやはら さいか 宮　原　彩　霞 ２８ 招待 埼玉県

みやま まさあき 深　山　真　暉 ４８ 秀抜選 千葉県

みやもと きこう 宮　本　暉　篁 ２８ 招待 静岡県

みやもと こうせい 宮　本　耕　成 ２７ 招待 東京都

みやもと ともこ（かけい） 宮　本　智　子 （華逕） 後期 ５３ 公募 兵庫県

みやもと ほうしゅう 宮　本　芳　秀 ２８ 招待 千葉県

みわ やすこ 三　輪　泰　子 ２８ 招待 千葉県

むぎくら すいこう 麦　倉　翠　江 ２８ 招待 埼玉県

むとう しげこ 武　藤　繁　子 ４８ 秀抜選 福島県

むとう しょうせん 武　藤　昌　川 ４８ 秀抜選 埼玉県
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むなかた かこ 宗　形　花　湖 ４８ 秀抜選 埼玉県

むら そうはく 武　良　霜　伯 ２８ 招待 東京都

むらい せいみ 村　井　青　海 ４８ 秀抜選 神奈川県

むらお よしえ（らんえい） 村　尾　嘉　栄 （蘭英） 後期 ５３ 公募 福岡県

むらかみ かえい 村　上　花　影 ４８ 秀抜選 神奈川県

むらかみ がざん 村　上　俄　山 ２ 代表 広島県

むらかみ こうしゅう 村　上　觥　舟 ４８ 秀抜選 埼玉県

むらかみ しょうかく 村　上　祥　鶴 ４９ 秀抜選 石川県

むらせ けいは 村　瀬　桂　芭 ２８ 招待 千葉県

むらせ わふう 村　瀬　和　風 ４８ 秀抜選 静岡県

むらた かいそう 村　田　開　窓 ４８ 秀抜選 東京都

むらた ひさこ 村　田　久　子 ４７ 秀抜選 東京都

むらまつ たいし 村　松　太　子 ２８ 招待 栃木県

むらまつ ほうきん 村　松　鳳　襟 ２８ 招待 千葉県

むらもと まさえ 村　本　雅　枝 後期 ５２ （展示台） 公募 埼玉県

むろい げんしょう 室　井　玄　聳 ４ 代表 神奈川県

むろおか せつこ 室　岡　節　子 ２８ 招待 東京都

めぐろ こうと 目　黒　煌　人 ２８ 招待 新潟県

もうえ けいか 馬　上　溪　花 ４９ 秀抜選 福島県

もうり あけみ 毛　利　明　美 後期 ５３ 公募 東京都

もずみ せいそん 茂　住　菁　邨 ２８ 招待 神奈川県

もちだ みつお（けいすい） 望　田　光　男 （渓水） 後期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

もちづき だいきゅう 望　月　大　穹 ４１ （展示台） 秀抜選 静岡県

もちづき ひしゅう 望　月　飛　秀 ２８ 招待 静岡県

もちづき ようざん 望　月　擁　山 ４９ 秀抜選 埼玉県

もちづき わふう 望　月　和　風 ４ 代表 京都府

もとえ みほ 本　江　美　穂 ４９ 秀抜選 神奈川県

もとはし さいしゅう 本　橋　彩　舟 ４９ 秀抜選 東京都

もとまつ てるみ（びすい） 本　松　照　美 （美翠） 後期 ５３ 公募 熊本県

もともり ちえこ 元　森　千恵子 ４９ 秀抜選 東京都
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もとやま こうしゅう 本　山　虹　秀 ４９ 秀抜選 東京都

もり あきこ 森　　　亜希子 ２８ 招待 新潟県

もり こうじゅ 森　　　紅　樹 ４９ 秀抜選 埼玉県

もり しんえい 森　　　晨　英 ４９ 秀抜選 神奈川県

もり そうえん 森　　　草　苑 ２８ 招待 山形県

もり そうふう 森　　　荘　風 ４８ 秀抜選 宮城県

もり だいえい 森　　　大　衛 ４６ 秀抜選 富山県

もり たいせつ 守　　　大　拙 ４８ 秀抜選 東京都

もり よしこ 森　　　芳　子 ４８ 秀抜選 埼玉県

もりおか たかし 森　岡　　　隆 ２８ 招待 茨城県

もりかみ こうげつ 森　上　光　月 ８ 関西展委嘱 岡山県

もりかみ ようこう 森　上　洋　光 ９ 関西展委嘱 徳島県

もりかわ せいよう 森　川　星　葉 ５ 代表 岡山県

もりかわ ゆうこ 森　川　祐　子 ４９ 秀抜選 埼玉県

もりしま りゅうほう 森　嶋　隆　鳳 ５ 代表 奈良県

もりしろ れみ 守　城　蓮　見 後期 ５３ 公募 埼玉県

もりすえ なるみ（しょううん） 森　末　成　美 （祥雲） 後期 ５２ （展示台） 公募 広島県

もりた かしゅう 盛　田　霞　州 ４９ 秀抜選 埼玉県

もりた こうゆう 盛　田　紘　有 ４９ 秀抜選 千葉県

もりた せんか 守　田　蘚　霞 ４９ 秀抜選 埼玉県

もりた ひこしち 森　田　彦　七 ５ 代表 奈良県

もりた みえこ 守　田　美恵子 ２７ 招待 長野県

もろおか そざん 師　岡　素　山 ２７ （展示台） 招待 静岡県

もんざき せいか 門　﨑　菁　華 ４９ 秀抜選 静岡県

もんま すいよう 門　間　翠　葉 ２８ 招待 宮城県

やおい しげこ（とうか） 矢　追　繁　子 （冬霞） 後期 ５３ 公募 山梨県

やぎ あすか（あすか） 八　木　あすか （飛鳥） 後期 ５３ 公募 大阪府

やぎ さんれい 八　木　山　鈴 ５ 代表 大阪府

やぐち くら 矢　口　久　良 ２８ 招待 茨城県

やざわ えつこ 矢　澤　悦　子 ２８ 招待 東京都
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やざわ せいか 谷　澤　青　華 ４９ 秀抜選 千葉県

やじま こうしゅう 矢　島　虹　周 ２８ 招待 神奈川県

やじま たいげん 矢　島　大　弦 ４９ 秀抜選 東京都

やじま たんせん 矢　島　丹　泉 ２８ 招待 埼玉県

やす けんじろう（せいせき） 安　　　健二郎 （精石） 後期 ５３ 公募 東京都

やすい みえこ 安　井　三枝子 ２８ 招待 東京都

やすぎ よしこ（かすい） 八　杉　佳　子 （佳翠） 後期 ５２ （展示台） 公募 兵庫県

やすこうち ひろこ 安河内　弘　子 ２８ 招待 埼玉県

やすだ けいこ（しほう） 安　田　惠　子 （芝峰） 後期 ５３ 公募 東京都

やすだ せつこ 安　田　節　子 ２８ 招待 埼玉県

やすだ ろうか 安　田　瓏　花 ２８ 招待 福島県

やだ しんせつ 谷　田　心　雪 ４９ 秀抜選 静岡県

やない ほくきん 栁　井　北　菫 ４９ 秀抜選 埼玉県

やなぎ とうせつ 柳　　　涛　雪 ５ 代表 神奈川県

やなぎさわ ぎょくえい 柳　澤　玉　暎 ２７ （展示台） 招待 埼玉県

やなぎさわ くにひこ（ほううん） 柳　澤　　彦 （雲） 後期 ５２ （展示台） 公募 千葉県

やなぎさわ げんがく 栁　澤　玄　嶽 ２８ 招待 埼玉県

やなぎさわ せつよう 栁　澤　雪　葉 ４９ 秀抜選 埼玉県

やなぎばし あきこ 柳　橋　明　子 ４９ 秀抜選 東京都

やなぎや みちこ 柳　谷　美智子 ２８ 招待 埼玉県

やのめ すみえ（おおむらさき） 矢野目　寿美枝 （大紫） 後期 ５３ 公募 東京都

やはぎ あつこ 矢　萩　厚　子 後期 ５３ 公募 東京都

やはぎ しゅんけい 矢　萩　春　恵 ２９ 招待 東京都

やはた ことみ（しほう） 八　幡　琴　美 （紫峯） 後期 ５３ 公募 東京都

やぶうち こうよう 薮　内　光　葉 ４９ 秀抜選 東京都

やまうち こうかく 山　内　香　鶴 ７ 東京展委嘱 茨城県

やまうち はくか 山　内　白　華 ２７ （展示台） 招待 茨城県

やまうち らんけい 山　内　蘭　径 ２９ 招待 千葉県

やまがた やえ 山　縣　八　重 ４９ 秀抜選 埼玉県

やまがみ きよこ 山　上　きよ子 ２０ （展示台） 招待 千葉県
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やまかわ ふみこ 山　川　文　子 後期 ５３ 公募 東京都

やまき ほうよう 山　木　芳　陽 ２９ 招待 千葉県

やまぎわ うんぽう 山　際　雲　峰 ９ 中部展委嘱 愛知県

やまぐち ぎょくこう 山　口　玉　康 ４９ 秀抜選 東京都

やまぐち けいざん 山　口　啓　山 ７ 東京展委嘱 東京都

やまぐち けんしょう 山　口　顕　正 ２９ 招待 秋田県

やまぐち こううん 山　口　耕　雲 ５ 代表 佐賀県

やまぐち こうよう 山　口　香　葉 ４９ 秀抜選 東京都

やまぐち こそう 山　口　古　艸 ５０ 秀抜選 千葉県

やまぐち ことの（しゅんしょう） 山　口　ことの （春翔） 後期 ５３ 公募 埼玉県

やまぐち しせん 山　口　紫　泉 ４９ 秀抜選 神奈川県

やまぐち しゅうび 山　口　秋　美 ４９ 秀抜選 東京都

やまぐち しょうか 山　口　梢　華 ４９ 秀抜選 岩手県

やまぐち すいこう 山　口　翠　香 ４９ 秀抜選 栃木県

やまぐち たいむ 山　口　大　夢 ２９ 招待 神奈川県

やまぐち ときえ（りゅうけい） 山　口　利喜江 （瑠渓） 後期 ５３ 公募 北海道

やまぐち ようほう 山　口　蓉　舫 ２７ （展示台） 招待 埼玉県

やまさき しんや 山　﨑　慎　也 ４９ 秀抜選 埼玉県

やまさき ようこ 山　崎　洋　子 ２９ 招待 長野県

やまざき あきら 山　﨑　　　明 ４９ 秀抜選 群馬県

やまざき かんさい 山　崎　寛　齋 ２９ 招待 千葉県

やまざき さだこ 山　﨑　貞　子 後期 ５３ 公募 愛知県

やまざき しゅうえん 山　﨑　琇　園 ４９ 秀抜選 東京都

やまざき たえこ 山　崎　妙　子 後期 ５３ 公募 東京都

やまざき のりこ 山　崎　のり子 ４９ 秀抜選 長野県

やまざき はよう 山　崎　波　遙 ４９ 秀抜選 埼玉県

やまざき ひさこ（じゅこう） 山　﨑　寿　子 （寿香） 後期 ５３ 公募 埼玉県

やまざき みのり 山　﨑　みのり ４９ 秀抜選 東京都

やました じゅこう 山　下　寿　香 ２８ 招待 山梨県

やました せっか 山　下　雪　華 ２９ 招待 石川県
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やました つよし 山　下　　　剛 ２９ 招待 埼玉県

やました りゅうどう 山　下　龍　洞 ４９ 秀抜選 宮城県

やまだ かほ 山　田　香　穂 後期 ５３ 公募 奈良県

やまだ きょあん 山　田　﨔　庵 ２９ 招待 秋田県

やまだ こうせつ 山　田　香　雪 ５０ 秀抜選 東京都

やまだ しゅんか 山　田　春　華 ４９ 秀抜選 石川県

やまだ そうざん 山　田　蒼　山 ２８ 招待 富山県

やまだ とうげん 山　田　蹋　原 ２９ 招待 山形県

やまだ とうふつ 山　田　騰　沸 ２９ 招待 千葉県

やまだ ひまわり 山　田　向日葵 後期 ５３ 公募 和歌山県

やまだ みねこ 山　田　峯　子 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

やまだ りこう 山　田　梨　香 ４９ 秀抜選 東京都

やまなか しりゅう 山　中　紫　琉 ４９ 秀抜選 東京都

やまなか すいこく 山　中　翠　谷 ５ 代表 埼玉県

やまなか みほ 山　中　未　歩 後期 ５３ 公募 奈良県

やまね こうけい 山　根　香　逕 ５０ 秀抜選 茨城県

やまね こうせい 山　根　亙　清 ５ 代表 兵庫県

やまのい しょうしゅう 山野井　菖　舟 ４９ 秀抜選 長野県

やまはな すいけい 山　鼻　水　馨 ２８ 招待 東京都

やまび ようしゅう 山　火　葉　舟 ２０ （展示台） 招待 岩手県

やまむら せいう 山　村　青　雨 ２９ 招待 茨城県

やまむら まゆみ（しおう） 山　村　真　弓 （紫桜） 後期 ５３ 公募 東京都

やまもと えいうん 山　本　英　雲 ２９ 招待 東京都

やまもと かえい 山　本　花　影 ２９ 招待 石川県

やまもと きょうこ 山　本　京　子 後期 ５３ （展示台） 公募 東京都

やまもと きょうこ（さいか） 山　本　京　子 （彩華） 後期 ５３ 公募 埼玉県

やまもと ぎょくふう 山　本　玉　楓 ５０ 秀抜選 東京都

やまもと こういち 山　本　晃　一 ２７ （展示台） 招待 東京都

やまもと こうそん 山　本　高　邨 ５ 代表 奈良県

やまもと ここあ 山　本　心　愛 後期 ５３ 公募 三重県
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やまもと だいえつ 山　本　大　悦 ５ 代表 大阪府

やまもと たかこ 山　本　多嘉子 後期 ５３ 公募 静岡県

やまもと ぶんけい 山　本　文　溪 ５０ 秀抜選 東京都

やまもと まい 山　本　麻　依 後期 ５３ 公募 京都府

やまもと まさこ 山　本　昌　子 ４９ 秀抜選 東京都

やまもと みさこ 山　本　美佐子 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

やまもと みちよ（めいこう） 山　本　三千代 （明光） 後期 ５３ 公募 埼玉県

やまもと ゆううん 山　本　悠　雲 ５ 代表 京都府

やまもと よしゆき 山　本　喜　之 後期 ５３ （展示台） 公募 京都府

ゆあさ もとこ 湯　浅　元　子 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

ゆい たかえ 由　井　孝　枝 ２８ 招待 埼玉県

ゆかわ さんじゅ 湯　川　三　壽 ２９ 招待 千葉県

ゆざわ さとし 湯　澤　　　聡 ７ 東京展委嘱 千葉県

ゆもと のぶお（しんし） 湯　本　伸　夫 （伸志） 後期 ５３ 公募 東京都

よご げんしょう 余　語　元　祥 ５０ 秀抜選 千葉県

よこし たきこ（じゅこう） 余　越　滝　子 （樹孝） 後期 ５３ 公募 神奈川県

よこす てるよ 横　洲　照　代 後期 ５３ 公募 東京都

よこた あいこ 横　田　愛　子 ４９ 秀抜選 神奈川県

よこた ほくえん 横　田　北　園 ２９ 招待 東京都

よこやま きんこ 横　山　欽　子 ５０ 秀抜選 埼玉県

よこやま こうへい 横　山　煌　平 １ 代表 兵庫県

よこやま みちこ（らんしゅう） 横　山　美智子 （蘭舟） 後期 ５３ 公募 千葉県

よしい ようこ 吉　井　洋　子 後期 ５３ （展示台） 公募 広島県

よしいえ こうしゅう 義　家　光　舟 ２９ 招待 長野県

よしおか せいせん 吉　岡　清　川 ５０ 秀抜選 神奈川県

よしかわ あかね 吉　川　　　茜 後期 ５３ 公募 奈良県

よしかわ しょうせん 吉　川　蕉　仙 ２ 代表 京都府

よしかわ たんすい 吉　川　潭　翠 ２９ 招待 千葉県

よしかわ ふくこ 吉　川　富久子 ５０ 秀抜選 東京都

よしかわ みえこ 吉　川　美恵子 ５ 代表 奈良県
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よしざき あまね（かほう） 芳　崎　天　音 （華峰） 後期 ５３ 公募 埼玉県

よしざき しこう 吉　崎　紫　江 ５０ 秀抜選 埼玉県

よしざわ かくよう 吉　澤　赫　曄 ２９ 招待 神奈川県

よしざわ こうせき 吉　澤　衡　石 ２９ 招待 茨城県

よしざわ しゅうこう 吉　澤　秀　香 ２９ 招待 青森県

よしざわ すいてい 吉　澤　翠　亭 ２９ 招待 埼玉県

よしざわ せきこ 吉　澤　石　琥 ７ 東京展委嘱 茨城県

よしざわ たいが 吉　澤　太　雅 ２９ 招待 茨城県

よしざわ たいじゅん 吉　澤　大　淳 ５ 代表 長野県

よしざわ てつし 吉　澤　鐵　之 ５ 代表 茨城県

よしざわ とうしゅう 吉　澤　桃　舟 ２９ 招待 千葉県

よしざわ りゅうせき 吉　澤　劉　石 ５ 代表 岐阜県

よしだ あつみ 吉　田　敦　美 ２９ 招待 埼玉県

よしだ かこう 吉　田　荷　香 ５０ 秀抜選 東京都

よしだ こうがい 吉　田　洪　崖 ７ 東京展委嘱 埼玉県

よしだ しげよし 吉　田　成　美 ５ 代表 福岡県

よしだ しんぷう 吉　田　晨　風 ５０ 秀抜選 岩手県

よしだ せいえん 吉　田　青　園 ５０ 秀抜選 神奈川県

よしだ ひろみ 吉　田　　　博 ２９ 招待 神奈川県

よしだ みずえ 吉　田　瑞　江 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

よしだ ゆうこ 吉　田　祐　子 後期 ５３ （展示台） 公募 東京都

よしだ ゆか（せいげつ） 吉　田　優　香 （静月） 後期 ５３ 公募 北海道

よしだ よしこ（あいか） 吉　田　由　子 （藍夏） 後期 ５３ 公募 東京都

よしたけ さちこ（かすい） 吉　武　幸　子 （佳水） 後期 ５３ 公募 東京都

よしば ぎょくよう 吉　葉　玉　洋 ５０ 秀抜選 埼玉県

よしはら ともみ（さいせい） 吉　原　知　美 （彩栬） 後期 ５３ 公募 東京都

よしまつ しゅんけい 吉　松　春　溪 ５０ 秀抜選 千葉県

よしみ やすこ 吉　見　靖　子 ９ 関西展委嘱 京都府

よしみつ しすい 吉　光　紫　翠 ５０ 秀抜選 千葉県
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よしみつ せいか 吉　光　青　華 ５０ 秀抜選 石川県

よしむら いくお（ほうせき） 吉　村　郁　夫 （芳碩） 後期 ５３ 公募 和歌山県

よしむら のぶえ 吉　村　宣　枝 ９ 九州展委嘱 福岡県

よしむら のぶお（しょううん） 吉　村　允　男 （祥雲） 後期 ５３ 公募 和歌山県

よだ ぎょうしゅう 依　田　行　舟 ２９ 招待 長野県

よねかわ ふきこ 米　川　富貴子 ５０ 秀抜選 東京都

よねしま かいどう 米　島　魁　堂 ２９ 招待 富山県

よねだ たいせつ 米　田　帶　雪 ５０ 秀抜選 千葉県

よねだ みつこ 米　田　美津子 ５０ 秀抜選 富山県

よねだ ようこ 米　田　洋　子 ５０ 秀抜選 東京都

よねむら かこう 米　村　賀　光 ５０ 秀抜選 千葉県

よねむら せんれい 米　村　千　玲 ５０ 秀抜選 神奈川県

りゅうほう まさき（はっこ） 龍　寳　眞　樹 （白虎） 後期 ５３ 公募 埼玉県

りん れいめい 林　　　黎　明 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

れいえん じゅん 霊　園　　　淳 ５０ 秀抜選 千葉県

わかすぎ かんな 若　杉　栞　那 後期 ５３ 公募 神奈川県

わかつき くみこ 若　月　久美子 ２６ （展示台） 招待 新潟県

わかばやし えみ 若　林　恵　美 ５０ 秀抜選 山梨県

わかばやし けいか 若　林　慧　華 ５０ 秀抜選 長野県

わくい よしこ 涌　井　好　子 ５０ 秀抜選 新潟県

わくだ けいこ 和久田　啓　子 ５０ 秀抜選 神奈川県

わしお のりこ 鷲　尾　宣　子 ２９ 招待 埼玉県

わだ あきこ（けいせん） 和　田　亜起子 （馨茜） 後期 ５３ 公募 神奈川県

わだ あけみ 和　田　朱　美 ２９ 招待 埼玉県

わだ えつこ 和　田　悦　子 ５０ 秀抜選 埼玉県

わだ きょうか 和　田　京　華 ５０ 秀抜選 東京都

わだ すみこ 和　田　澄　子 ２９ 招待 埼玉県

わだ ようせつ 和　田　葉　雪 ４９ 秀抜選 神奈川県

わだ りゅうすい 和　田　柳　穂 ５０ 秀抜選 東京都

わたなべ うげつ 渡　辺　雨　月 ５０ 秀抜選 福島県
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わたなべ かいざん 渡　部　會　山 ５ 代表 神奈川県

わたなべ かせつ 渡　辺　華　雪 ２９ 招待 千葉県

わたなべ けいえん 渡　邉　蕙　苑 ５０ 秀抜選 長野県

わたなべ けいどう 渡　辺　溪　堂 ５０ 秀抜選 群馬県

わたなべ しゆう 渡　辺　子　遊 ５０ 秀抜選 茨城県

わたなべ すなお（ちゅうほう） 渡　邉　　　忠 （忠鳳） 後期 ５３ 公募 静岡県

わたなべ せいこう 渡　邉　聖　香 ５０ 秀抜選 静岡県

わたなべ せいさい 渡　邊　醒　齋 ２９ 招待 埼玉県

わたなべ たいかん 渡　邊　大　寛 ２７ （展示台） 招待 千葉県

わたなべ とみこ 渡　邉　鄧美子 ５０ 秀抜選 東京都

わたなべ ばいしょう 渡　部　梅　祥 ２９ 招待 山形県

わたなべ ふがく 渡　邉　富　岳 ２９ 招待 東京都

わたなべ ふじ 渡　辺　不　二 ５０ 秀抜選 埼玉県

わたなべ まい 渡　辺　真　衣 後期 ５３ 公募 奈良県

わたなべ やすこ 渡　辺　康　子 ５０ 秀抜選 新潟県

わたなべ るみこ（けいせん） 渡　辺　るみ子 （慧茜） 後期 ５３ （展示台） 公募 千葉県

わたなべ わけい 渡　辺　和　桂 ５０ 秀抜選 茨城県

わたひき とうてん 綿　引　滔　天 ５ 代表 埼玉県

わなか かんどう 和　中　簡　堂 ２ 代表 千葉県
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