
  氏名 号 住       所   氏名 号 住       所

1 揚田　崇徳 苔菴 広島県御調郡 17 神澤　喜八郎 攝喜 兵庫県三木市

2 安黒　正雄 政風 島根県益田市 18 河合　正三 幽岳 大分県別府市

3 有田　大人 桂豊 大分県別府市 19 河田　昇平 錦峰 岐阜県多治見市

4 猪狩　立雄 雄山 埼玉県所沢市 20 河野　克明 名風 香川県高松市

5 市田　嘉則 鳴鳳 徳島県阿南市 21 川端　惠美 春陽 兵庫県神戸市

6 井上　薫 東京都立川市 22 館　守信 三重県四日市市

7 伊藤　美代子 三重県鈴鹿市 23 岸上　君子 菜円 奈良県奈良市

8 宇津井　寛 神奈川県鎌倉市 24 岸本　秀則 岳秀 長野県長野市

9 枝元　真徹 長龍 千葉県千葉市 25 北口　晶將 鐵枴 兵庫県神戸市

10 衛籐　郁郎 岳堂 大分県豊後大野市 26 清原　英明 広島県大竹市

11 大野　貴裕 裕岳 大分県別府市 27 窪田　喜代造 摂真 兵庫県三木市

12 大橋　昭五 昭道 新潟県三条市 28 小井圡　幾代 芳泉 群馬県安中市

13 大輪　サト子 沙杜 栃木県芳賀郡市 29 小井圡　政世 松風 群馬県安中市

14 岡田　泰男 泰山 神奈川県座間市 30 伊藤　卓爾 埼玉県所沢市

15 小川  忠治 長風 三重県四日市市 31 齋藤　實俊 南岳 福岡県大野城市

16 香月　孝子 淸光 福岡県福岡市 32 齊藤　信行 深渓 東京都調布市
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33 佐久間　優 柹堂 埼玉県所沢市 51 田中　公 松風 徳島県阿南市

34 佐藤　菊江 楽天 新潟県三条市 52 田中　久治 倚風 三重県四日市市

35 佐藤　武司 七風 岐阜県岐阜市 53 田中　靖則 穗堂 愛知県豊川市

36 佐野　典伸 大皓 新潟県三条市 54 筒井　清美 如水 岡山県倉敷市

37 佐藤　祐子 幽蘭 新潟県三条市 55 津野　純一 大分県大分市

38 清水　直美 直美 千葉県船橋市 56 坪井　憲和 捜萱 岡山県倉敷市

39 下村　忠雄 高知県高知市 57 寺田　助一 新潟県新潟市

40 下山　八洲夫 城逍 福岡県北九州市 58 中島　龍一 神奈川県川崎市

41 篠﨑　義道 城詠 福岡県北九州市 59 中谷　喜久子 荷香 広島県呉市

42 神　郁恵 三重県三重郡 60 永津　憲明 神奈川県横浜市

43 須賀　昌五 楠舟 群馬県吾妻郡 61 福岡　太郎 晨光 京都府長岡京市

44 杉山　慶子 東京都あきる野市 62 伏見　朝光 岡山県岡山市

45 須藤　清人 酔雲 千葉県流山市 63 古庄　健人 帶山 福岡県北九州市

46 洲脇　五東 東厓 新潟県三条市 64 古田　茂 耳雲 愛知県弥富市

47 西森　良進 松月 兵庫県三木市 65 古田　光子 水葒 神奈川県川崎市

48 高市　葉子 明成 大阪府大阪市 66 正井　啓良 鴻泉 兵庫県高砂市

49 高木　敏男 愛知県名古屋市 67 松山　正明 弦月 神奈川県平塚市

50 髙橋　加奈 高知県高知市 68 三澤　文雄 岳佑 長野県長野市



69 三ﾂ橋　文子 草心 群馬県桐生市 79 山崎　貞子 新潟県三条市

70 宮岡　成夫 成蹊 大分県大分市 80 山本　康夫 東甌 大阪府豊中市

71 宮前　二十二 圭山 岡山県岡山市 81 山本　容子 香苑 茨城県常陸太田市

72 望月　親之 嵩峰 山梨県南巨摩郡 82 幸　長生 渓岳 大分県大分市

73 元井　民夫 神瑛 新潟県新潟市 83 横山　三千穂 梅仙 岐阜県岐阜市

74 森田　元久 玄岳 大分県大分市 84 米原　弘 弘岳 福岡県北九州市

75 森高　久男 橘山 愛媛県西条市 85 若杉　貞夫 貞山 長野県諏訪郡

76 森本　虎雄 輝泉 愛媛県今治市 86 若林　浩 南窗 兵庫県宝塚市

77 山浦　孝一郎 嵐田 新潟県三条市 87 鷲野　正光 坡草 群馬県高崎市

78 山形　重則 樂山 兵庫県神戸市 88 渡邊　和幸 篁堂 兵庫県芦屋市


