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安積功好 井口湖山 上田智子 大隅翠苑 金井千桂
安藤秀川 井田峰月 上田賦草 大多和玉祥 金川洋臣
安藤磨紀 井谷五雲 上原瑜璃子 大塚婉嬢 金子大蔵
足立光嶽 井之上南岳 潮田瑞攝 大槻千穂 金子栁水
阿垣甘露 井野吟紅 臼井芳晴 大友青陵 金丸華心
阿部圭峰 伊丹東龍 薄木嘉子 大西正容 金谷雷聲
阿部朱鶴 伊藤暁嶺 内田員江 大貫水聲 鎌田公子
阿部寿雪 伊藤溪泉 内山雅史 大庭松翠 鎌野望山
阿部嘉美 伊藤昌石 海野寿山 大原蒼龍 神谷采邑
阿部和加子 伊藤漠仙 浦川草径 大原裕美子 神谷松扇
青木大寧 伊之口鳳洲 浦郷綾子 大室蒼穹 亀石文苑
青木幽碩 伊場英白 浦田瑛雪 大森香鶴 亀山富美
青野鐵象 位田恵彬 江上蒼龍 大森明華 萱野春陽
青柳祥雲 猪俣悠紀 江口幹城 太田穂攝 川合玄鳳
赤井經忠 飯島冰壺 江副景舟 岡崎茜葉 川合広太郎
赤居杉月 飯田和子 江幡春濤 岡島絹子 川上鳴石

飯田美砂子 江原見山 岡田祖翠 川口流坡
赤松白珠 飯濵晋川 榎本白珪 岡田明洋 川﨑大開
明石葉舟 生原紫潾 襟立玉英 岡地涼寧 川名思孝
秋田素鳳 池田毓仁 遠周宏員 岡西克典 川野邉泰雲
秋山英津子 池田樵舟 遠藤栄久 岡本藍石 川村汀石
秋山和也 池永碧涛 遠藤枝芳 岡本凌徑 川村龍洲
浅岡弘風 石井磬水 遠藤昌弘 奥江晴紀 河合鷹山
浅香白洞 石井孤有 小笠原重信 奥村翔鴻 河内君平
淺田大遠 石川青邱 小川雪邨 奥田玲子 河原翠月
浅沼翡舟 石川流芳 小川天泉 奥谷清峯 木俣紫香
浅野楚舟 石毛如水 小川みよ子 奥山義治 木村文厚
浅見百意 石田壽扇 小木曽郁子 折川　司 喜多芳邑
朝岡子皓 石原春香 小倉窓筧 加世田溪竹 岸本聖城
朝平霞山 石原南峰 小田玉瑛 加藤矢舟 北村久峰
東　南光 石丸雨虹 小田双鶴 加藤秋霜 北山転石
穴見遙光 石原裕子 小野江華 加藤大翔 衣川彰人
天野靜代 磯貝弘子 小野玲華 加藤泰玉 行徳照苑
荒井湧山 磯谷凄聴 小原天簫 加藤東陽 桐山小園
荒居凌雲 板持圭穂 尾上　慶 加藤　裕 久保妍山
荒金大琳 一色勇峰 尾上桂州 加藤昌子 久保玲翠
荒木素園 出　清峯 尾上白邨 加藤有鄰 久保黎峰
新井茜舟 糸見溪南 尾﨑之搨 鹿倉碩齋 工藤聖泉
新井龍雲 稲田静子 尾崎司邑 嘉祥寺慶光 工藤俊朴
有川立虹 今井桂芳 大井岳陵 工藤崇峰
有宗蘭園 今井桃丘 大池青岑 垣木香舟 日下秋芳
粟屋俊堂 今井広子 大石三世子 垣鍔碩廬 草野曽舟
井上映粧 今田昌宏 大久保倫子 柿本求峰 國枝良弘
井上光基 今中彰代 大河内咏波 梶原千煕 國定青陽
井上淑恵 岩井笙韻 大河内暁水 梶山盛涛 窪山墨翠
井上嘯風 岩井秀樹 大越松峰 柏木小鈴 雲山一弦
井上泰三 岩切天掃 大崎雨萩 柏村恭代 黒野陶山
井上峰雪 宇野華容 大澤逸山 片岡秋華 桑原正明
井上雅章 鵜野竹魚 大島丈雪 片山麗風 慶徳紀子
井川悠香 上杉桃白 大嶋三峰 門寺秋葉 小池大龍
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小出聖州 澤藤華星 瀬戸邑波 皷  芳石 中村天馨
小﨑桂舟 志太耕禄 関口鶴情 角田大壤 中村天香
小島瑞柳 関口春芳 坪井景照 中室舟水
小島　寿 清水悦子 関根東湖 鶴見香萩 永島五峻
小菅鶴邨 清水春蘭 千田満紀子 鶴谷到暉子 永田華園
小竹紳之 清水松塢 曽根鳳苑 寺島鈴舟 永田誠巖
小西泰鳳 清水澄江 添田耕心 寺田扇舟 永野井雲
小西斗虹 茂原松華 園部琴城 寺本蒼玄 永平巳旺子
小林逸光 重本天空 園山硯峯 土井芳泉 長井素軒
小林春流 篠田聴泉 田中桜秀 土岐妍子 長澤華飛
小林千早 芝田雍子 田中暁雨 外村美稚子 形川清光
小林韜光 柴田多計子 田中俊子 東垣内桂舟 南部圀順
小林ミリ 柴谷桐芳 田中朴濤 藤　正華 二宮欣山
小淵石峯 渋谷玉光 田中緑翠 徳野恵美子 新居新月
小道菫舟 澁谷大雲 田端芝蘭 歳森翠石 西　紅邑
小宮山青舟 島岡弘子 多田弘翠 飛田冲曠 西　墨濤
小山紅苑 島田三光 多田龍淵 泊　千恵 西井鶴香
小山聚華 嶋田　周 醍醐春翠 冨永青群 西浦理恵
小山素葉 嶋中蓬春 髙﨑鳴琴 冨村華峰 西尾利香
古賀正蘭 下伊豆博子 高田宏苑 友宗杉径 西川桂邨
後藤啓太 小　朴圃 髙田香坡 豊原睦子 西島鳳泉
後藤汀鶯 城市魁岳 高橋其道 虎井暁鐘 西村大輔
幸田華堂 白川阿洞 髙橋秀箭 鳥井美知子 西本茜堂
近藤芳玉 白取波山 高廣幸悠 額田桂崖
近藤北濤 新宮谿山 高見廣流 名手朱舟 貫名紅園
権田逸廬 菅生攝堂 互井佳寿 奈良衡齋 布田右石
佐井麗雪 菅野翠濤 篁　聖心 中　香翔 野口岱寛
佐川峰章 杉浦華桂 瀧沢曲峰 中池竺舟 野中朱石
佐々木紅雲 杉浦太奎 竹中青琥 中右万佐代 野村　崇
佐々木青蘭 杉岡陽水 竹野和堂 中川素香 波多野公一
佐藤慶雲 杉本由紀 武田愛子 中澤皐揚 馬場紀行
佐藤桑碩 杉山暁雲 武智克彦 中島旭堂 蓜島悦子
佐藤瑞芳 杉山玉翠 谷川暎春 中島春緑 萩野玉秀
佐藤遊山 鈴木一敬 谷口辰子 中嶋賞華 萩野展山
早苗漾子 鈴木華水 谷迫裕香 中島緋舟 萩森鳳仙
斎藤硯月 鈴木響泉 谷村魁秀 中田幸子 橋爪蘇碩
斎藤紫香 鈴木暁山 玉村紅花 中田飛泉 橋本小琴
斎藤蒼青 鈴木錦苑 茅原南龍 中西大春 橋本烽玉
齋藤正夫 鈴木源泉 津志田沙苑 中野花舟 蓮見光春
坂井孝次 鈴木祥光 津本泰水 中野玉英 筈井　淳

鈴木千岳 都筑敏香 中野壽照 長谷部青徑
坂本華鵬 鈴木大有 塚田俊可 中野宣子 畑中高山
坂本鴻洞 鈴木不倒 月木萬里 中原朱穂 畠山耕雪
坂本宏則 鈴木明窓 佃　昇龍 中原信竹 秦　青霞
阪井政子 薄田玲泉 柘　英峰 中林　景 籏野幽草
阪田李裕 砂本杏花 辻　敬齋 中村喜白 花田尊文
阪本千楸 世古口大虚 辻  苔泉 中村江月 早川　修

妹尾楚舟 辻川杳花 中村史朗 早川泰山
櫻井流翠 瀬川賢一 筒井香月 中村茂子 林　桂翠
沢　青樹 瀬戸白鳳 堤  玉圃 中村象谷 林　大樹
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林  陽舟 前　遊舟 村上松月 山本雅月
原　泉耕 前川葉香 村上翠城 山本松影
原　奈緒美 前田明子 村上　誠 山本南竹
原　美栄子 前田柳汀 村越瀧川 山本飛雲
日野蒼洲 牧野聖雲 村里桃苑 山本方園
日比野妃扇 牧野攝山 村瀬俊彦 山本万里
比嘉南牛 正田幸子 村田華穂 山本三千代
樋口玄山 正橋白鵞 村田恒星 弓納持太無
東　晃舟 政池龜有 村田睦子 弓場龍溪

増川白陽 村山五周 由井孝枝
菱田君泉 増田霞川 室井玄聳 湯川三壽
一松美代 目黒煌人 湯澤　聡
平田琴風 松井玉箏 茂住菁邨 湯澤翠香
平田光彦 松井泰樹 毛利朱藤 横澤白嶺
平松千恵子 松浦北龍 望月飛秀 横山夕葉
廣實泉城 松尾海燦 守屋知昂 吉川潭翠
広瀬華風 松岡媛風 吉澤翠亭
廣田蓬邨 松岡小壽 森　桂山 吉澤有岐子
弘岡有芳 松﨑青藍 森  桂風 吉田景堂
深瀬裕之 松下英風 森  鵬父 吉田洪崖
福島一浩 松田幸江 森岡　隆 吉田春翠
福島松韻 松場珀香 森瀬櫻徑 吉野翠石
福島有何 松原宏仙 森田尾山 吉原香蓮
福田鷲峰 松丸濤山 森本栖鳳 吉原朝雲
福田蕉溪 松村博峰 師岡素山 吉村宣枝
藤井溪青 松元碩洲 矢田照濤 好本李霞
藤岡弘川 松本暎子 安田硯月 芳竹鳳雪
藤川翠香 松本玉景 安田東鶴 米澤東籬

松本蒼風 安原山遥 米島魁堂
藤本玲舟 松本美穂 柳生暢春 米田蒼宇
藤山雅鳳 丸山春翠 柳澤玉暎 魯　光宮
舟田良子 丸山宏信 栁澤玄嶽 和田朱美
舩越松月 丸山三千代 山内香鶴 和田澄子
古川彩苑 万殿紳水 山内白華
古久保鶴城 三浦士岳 山上きよ子
古溝幽畦 三浦冬石 山際雲峰 渡辺象山
豊道溪峻 三神榮軒 山口啓山 渡辺美明
平樂大龕 三木清雲 山﨑梅風 渡部會山
保坂春翔 三橋永青 山下啓明 渡部梅祥
法水越仙 三藤観映 山下　剛
干場昇龍 三宅相舟 山下方亭
細川翠楠 三宅白城 山田豊稔
細田先山 美ノ上卯月 山田蘭石
堀井聖水 宮負丁香 山地鶴翠
堀内青巒 宮岡圖南 山鼻水馨
堀田一逕 宮崎紫峰　 山根玉峰
本多青龍 宮本耕成 山村青雨
本間柏庭 武藤光華 山本一舟
眞鍋憲二 村井虹城 山本一遊
真鍋井蛙 村尾晞峰 山本惠美子
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