
番号 氏　　名 号 住　　　　所 番号 氏　　名 号 住　　　　所

1 青木　房子 陽香 大阪府寝屋川市 18 糸原　次之 島根県松江市

2 赤堀　文子 静岡県静岡市 19 稲葉　辰馬 静岡県静岡市

3 朝倉　幹雄 溪尚 京都府京都市 20 乾　信雄 祥月 徳島県阿南市

4 敦見　スズシ 兵庫県神戸市 21 今井　絹江 帛扇 群馬県富岡市

5 阿部 清澄 清岳 大分県大分市 22 今井　多岐惠 神奈川県横浜市

6 有泉　一征 煌坡 山梨県西八代郡市 23 今井　利美 天真 群馬県藤岡市

7 安部　和子 和祥 徳島県阿南市 24 岩﨑　行人 南山 奈良県橿原市

8 井川　徹子 碧漣 兵庫県たつの市 25 上村　和男 窻風 群馬県高崎市

9 池田　行子 松光 徳島県阿南市 26 上村　正勝 竹山 広島県大竹市

10 池幡　新也 容伸 高知県高知市 27 牛島　景資 豊昇 福岡県八女市

11 石川　郁三 陽山 栃木県足利市 28 江本　英一 栃木県足利市

12 石川　上 山雲 埼玉県川越市 29 遠藤　隆 静岡県静岡市

13 石黒　清治 栃木県足利市 30 大久保　勝紀 高知県高知市

14 石山　栄子 京都府城陽市 31 大谷　明史 神奈川県横浜市

15 磯貝　武治 宇城 群馬県富岡市 32 大山　幸子 景洵 徳島県美馬市

16 磯貝　貞治 草岳 群馬県富岡市 33 岡崎　勝郎 神奈川県鎌倉市

17 一由　秀範 沙鷗 長野県長野市 34 小笠原　薫 薫山 埼玉県所沢市

入選者　一般の部



35 小笠原　恭悦 山形県山形市 55 国分　健一 埼玉県北足立郡

36 奥山　英雄 天韻 福井県福井市 56 熊井　幸雄 岳侑 長野県長野市

37 小倉　芳江 栃木県下野市 57 黒岩　幸衛 秀妍 高知県高知市

38 小此木　由件 草卿 群馬県安中市 58 黒澤　洋 桂風 群馬県富岡市

39 加来　米子 雅岳 兵庫県神戸市 59 小出　忠良 長野県上高井郡

40 笠原　英子 盈照 岡山県岡山市 60 高栁　貞 翠漣 群馬県富岡市

41 柏木　濶 蓬山 熊本県熊本市 61 小島　利枝 京都府京都市

42 香取　和之 神奈川県鎌倉市 62 小島　由湖 宗秞 群馬県安中市

43 金原　幸子 景妍 徳島県美馬市 63 後藤　策太郎 愛知県名古屋市

44 紙屋　好延 埼玉県越谷市 64 小林　一郎 徳島県美馬市

45 亀井　賴直 岐阜県多治見市 65 小林　君雄 菅峯 長野県長野市

46 河瀬　孝夫 溪風 岐阜県揖斐郡 66 小柳　幸子 岳幸 長野県長野市

47 神原　常経 松韻 徳島県阿南市 67 齋藤　憲二郎 嵐峰 高知県高知市

48 岸田　和恵 梨花 大阪府高槻市 68 齋藤　清次 馭風 群馬県富岡市

49 岸本　はる江 岳祥 長野県長野市 69 齋藤　武 遙山 群馬県甘楽郡

50 北澤　一郎 大阪府大阪市 70 佐伯　和光 大分県豊後大野市

51 北村　英彦 蘭岳 青森県八戸市 71 坂上　貞夫 葉越 神奈川県三浦郡

52 鬼頭　國二 愛知県名古屋市 72 佐倉　冨男 旭學 京都府京都市

53 木村　千鶴代 愛知県名古屋市 73 佐藤　志津江 瑤華 新潟県三条市

54 木元　正彦 夕路木 東京都あきる野市 74 佐藤　侃司 恕風 群馬県甘楽郡



75 佐藤　忠一郎 埼玉県所沢市 95 妹尾　好夫 暸孝 兵庫県川西市

76 里田　潤子 玲泉 大阪府豊中市 96 髙木　チヱ子 鳳榮 愛媛県西条市

77 塩澤　一保 芒人 長野県茅野市 97 高嶋　睦徳 睦風 香川県観音寺市

78 清水　初男 清洲 群馬県甘楽郡 98 髙橋　今朝松 圡筆 群馬県富岡市

79 清水　勉 長野県飯田市 99 高橋　静雄 翔泉 徳島県徳島市

80 清水　虎三 東京都あきる野市 100 瀧川　智志 越山 神奈川県横浜市

81 清水　美和 鶴聖 岡山県美作市 101 竹内　淳実 常春 静岡県榛原群

82 下山　公子 香琴 福岡県北九州市 102 武田　昌孝 二世静山 山形県山形市

83 釋　孝俊 雪溪 兵庫県明石市 103 竹村　道野 鴦秀 高知県高知市

84 首藤　南朝 祖岳 大分県大分市 104 多田　良之 良閑 徳島県阿南市

85 菅井　和子 茨城県土浦市 105 田髙　一成 龍拙 島根県出雲市

86 菅原　幸男 神奈川県横浜市 106 巽　幸雄 愛知県名古屋市

87 杉谷　秀子 大阪府交野市 107 田邉　衛 岫岳 大分県杵築市

88 鈴木　一郎 啓雲 新潟県長岡市 108 谷村　正俊 靑波 福岡県筑紫群

89 鈴木　栄次 頌山 神奈川鎌倉市 109 田沼　裕樹 千葉県松戸市

90 鈴木　教良 栃木県足利市 110 田村　光江 光洲 群馬県甘楽郡

91 鈴木　緑 石川県小松市 111 丹下　和幸 神奈川県横浜市

92 西村　杏子 福岡県宗像市 112 千葉　仁 蕃山 宮城県仙台市

93 西村　満知子 岳桜 長野県長野市 113 都築　はつ子 景祐 徳島県美馬市

94 西森　龍雄　 岳倢 高知県高岡郡 114 寺坂　正子 清瑤 大阪府大阪市



115 寺島　芳永 繚山 長野県長野市 135 西田　勝昭 大分県豊後大野市

116 寺田　準 岳峰 長野県長野市 136 西田　章雄 石川県金沢市

117 當山　武 奇雲 埼玉県蓮田市 137 西之上　ひさゑ 薫風 兵庫県神戸市

118 中　誠治 白嶺 石川県小松市 138 西原　清人 長崎県大村市

119 永井　達也 悠山 大阪府堺市 139 望月　たみ江 紫漣 山梨県南巨摩郡

120 中尾　広枝 栃木県宇都宮市 140 野田　稔 暎堂 岐阜県不破郡

121 中臣　正之 泥華 栃木県宇都宮市 141 能登　外茂次 梯舟 石川県小松市

122 中川　昭夫 兵庫県赤穂市 142 浜小路　俊弘 大分県大分市

123 中澤　泉 仲泉 山梨県甲府市 143 濵田　龍雄 龍水 高知県南国市

124 長澤　秀子 摂秀 兵庫県三木市 144 濱田　良平 正道 三重県伊勢市

125 中島　昭代 蘭水 福岡県飯塚市 145 林　功 華城 群馬県高崎市

126 中西　敏 鳥取県鳥取市 146 林　俊子 佳芳 兵庫県宝塚市

127 中野　仙藏 菁風 群馬県富岡市 147 原　美智子 紅豆 徳島県阿南市

128 中林　淑子 淑風 福岡県遠賀郡 148 樋口　敦士 文亨 東京都練馬区

129 永見　和子 栃木県宇都宮市 149 久森　忠信 正詠 三重県津市

130 中村　忠美 岳忠 長野県長野市 150 平塚　純造 埼玉県草加市

131 中山　慶司 啓山 滋賀県大津市 151 平山　乂 愛知県名古屋市

132 中山　茂樹 茂樹 栃木県宇都宮市 152 蛭川　幸夫 宮城県仙台市

133 鍋島　峯雄 白峰 高知県高知市 153 廣瀬　元子 七彩 山梨県甲州市

134 奈良原　名王子 栃木県足利市 154 廣瀬　百合子 琳風 三重県四日市市



155 弘田　了三 岳雲 京都府京都市 175 松田　静子 宮城県岩沼市

156 廣畑　統 摂統 兵庫県姫路市 176 松本　征儀 神奈川県横浜市

157 日和佐　健治 饒昇 愛媛県松山市 177 三上　喜晟 艸山 広島県大竹市

158 深澤　和子 神奈川県横浜市 178 三上　美瑳於 岳璋 長野県長野市

159 深堀　弘 神奈川県横浜市 179 水谷　靖 大阪市豊中市

160 福島　辰郎 梅邨 群馬県高崎市 180 水野　智之　 石川県小松市

161 福本　康之 福岡県福岡市 181 水本　和良 蒼穹 奈良県大和高田市

162 藤　武夫 福岡県北九州市 182 溝口　明男 游樂 愛知県豊川市

163 藤川　俊二郎 秋峰 長崎県佐世保市 183 溝口　千恵子 紅楓 愛知県豊川市

164 藤田　友人 東山 埼玉県比企郡 184 三橋　信博 石川県小松市

165 藤原　稔 容海 高知県高知市 185 三村�則子 紅薛 香川県高松市

166 堀　志ずえ 岳桂 長野県埴科郡 186 三宅　宣士 江長 岡山県倉敷市

167 堀田　正道 石川県小松市 187 宮澤　初子 岳祥 長野県長野市

168 盆子原　正子 島根県益田市 188 宮原　かつ枝 瞳山 長野県長野市

169 増岡　康毅 光風 福岡県直方市 189 宮前　外彌旺 明鳳 石川県金沢市

170 松井　紀 紀風 長野県長野市 190 宮元　淑 善秀 愛媛県大洲市

171 松井　秀人 神奈川県逗子市 191 向井　正伸 榮祥 福岡県北九州市

172 松尾　諄一 濤伯 兵庫県神戸市 192 武藤　千惠子 惠翠 栃木県足利市

173 松岡　孝 点水 大阪府大阪市 193 村上　春美 英峰 福岡県飯塚市

174 松澤　竹治 吟岳 山梨県山梨市 194 室橋　幸子 谿月 神奈川県横浜市



195 茂木　典子 群馬県桐生市 215 吉田　雅孝 東山 佐賀県神埼郡

196 森　茂之 茂之 愛知県名古屋市 216 吉永　学弘 大阪府交野市

197 森平　利政 蘇石 群馬県富岡市 217 米田　一男 岳穎 奈良県生駒郡

198 柳澤　百合子 松菊 徳島県阿南市 218 米田　堯光 豊山 三重県津市

199 矢野　民子 秀明 愛媛県大洲市 219 米長　重夫 石宇 山梨県南巨摩郡

200 八尋　憲治 西莊 福岡県糟屋郡 220 米山　栄司 真榮 群馬県前橋市

201 山口　悦 素香 愛知県豊川市 221 若林　海司 白雨 神奈川県小田原市

202 山崎　幸雄 摂岭 兵庫県豊岡市 222 渡部　武能 栃木県那須塩原市

203 山田　友裕 愛知県知多郡 223 泉田　洽 新潟県三条市

204 山田　良治 深岳 長野県長野市 224 大橋　健治 虹堂 新潟県新潟市

205 山中　麻里 三重県鳥羽市 225 角一　覚隆 如山 新潟県村上市

206 山本　定道 晨 風 愛媛県松山市 226 坂田　和子 新潟県三条市

207 矢鳴　豊子 清泉 福岡県遠賀郡 227 笹岡　フミ 新潟県三条市

208 湯浅　勢津子 岡山県岡山市 228 鈴木　芳枝 新潟県三条市

209 横井　茂子 岳茗 長野県須坂市 229 関森　正徳 新潟県燕市

210 横山　啓子 彩霞 高知県高知市 230 髙野　信子 新潟県三条市

211 横山　信夫 京都府京都市 231 瀧澤　美代子 新潟県三条市

212 横山　信子 信摂 兵庫県三木市 232 長橋　伸子 新潟県三条市

213 横山　稔 岳聲 長野県長野市 233 吉田　喜市郎 南畝 新潟県三条市

214 吉形　和恵 松月 徳島県阿南市


