
第 48 回全書芸展 展覧会委員一覧 

 

◎楢崎 華祥 ◎堀  天鶴  秦  大猷 ☆梶田 越舟 

◎大倉 谷山 ◎一松 美代 ◎目良 丹崖 ◎増子 総洋 ◎吉田 菁風 

 

 髙橋 蒼玄  満田 真琴 ◎服部 大超  貝瀬 芳雨  片根 苳雨 

☆黒田 祥園  長谷川蘇秋  奥村 静香 ☆杉浦 華桂 ◎水越 幽峰 

 富永 鳩山  石丸 雨虹  渡部 半溟  飯田 瑤香  長澤 華飛 

 本多 玲水  松山 紀雨  森本 要子  濱野 悦子  山田 北翠 

 大澤 尚洋  佐々木松奥  小番 彩峰  片岡 苑雨  木口 映雨 

 田島 霞舟 

 

 石井 保子  後藤 菁雨  友岡 秋英  中川 泰峯  牧  尚ｴﾝ 

 吉野 大巨  原田 清琴 ○古谷 春峰 ☆小泉 移山 ○中村 一誠 

 石川 升心  冨永 崇秋  菊池 李佳  加藤 泰玉  飯島 香苑 

○金子 閣亭  田原 芳琴  別府 史風  飯田 幸江  福場 翆窓 

 五十嵐天宗  大谷 磐雨  佐々木幽竹  坂井 滋流  島谷 雅堂 

 日野 素龍  大房 梅扇  津田 静風  真中 桃林  伊藤 泰洞 

 吉田 玄峰  内田 泊雨  川上 栖竹  東風 茗雨  山内 洋子 

 山口 萱雨  堀切 絢峰  小池 白亭  堀口 紅楓  市川 春洋 

 足利 柿峯 ☆大久保樹心  梶原貴美枝  東海林春泉 ○鈴木 幸風 

 中山 逍峯  福山 行雲  幹田 俊子  皆川 眉峯  矢吹 紫峯 

 安藤 房枝  井田智佐子  伊藤美喜子  北山 成子 ○小林 幸子 

 酒井 暁雨  関原千惠子  中川 啓玉  坂東 保枝 ◎平澤 ｴｲ子 

 神長 蘭径  児玉 玲湖  小松 古松  齋藤 宮子  高市 乾外 

 高橋 純子  高宮 陽子  大野 幸子  坂本 薔子  山崎 梨雪 

 水野 東海  金子 美流  中島 光風  廣瀬 敬泉  箱山 蘆舟 

 黛  康美  山岸 彩翆  須藤 蘭雪  長谷川陽幸  大崎 泰漣 

 小野 蒼州  中安 佳月  柳  杏秋  篠原 瑛泉  太田 菁楓 

 加藤 花揺 ○金森みどり  金谷 柳谿  小島 緑痕  萩原 泉翠 

 渡邉 翠風  天草 玄峰  稲葉 淳子  京  翠湖  佐藤 游翠 

◎原田 弘琴  満田 裕子  伊東 才シ  大谷 香蘭  呉田 真琴 

 黒川 喜代  櫻井 浦石 ○嶋口 一葉  時松 潤玉  古谷 ｹｲ泉 

 板倉 粲洋  多田 公陽  星  知子  山田 勝子  山室 良峯 

 平山 北洲  渋谷 絹子  石塚 攻玉  小島 祥泉  板倉 里佳 

 

 高村 滴峰  駒形 関石  宮脇 素溪  茂原 松華  岡田 静園 

 兼浜 東峯  河瀬 千シ  田中 南岳  長谷川溪水  藤野 湖津 

 大澤 玉翠  北村 道子  高橋 彩水  近藤 宗龍  和田 彩華 



 犬飼 珠湖  大島 暎水  梶原 一翆  川幡 天真  笹川 秀華 

 竹内 鴻雪  竹内 秋涛  内藤 巌泉  畠山 樹川  畑山 素絹 

 深澤 淳子  松本 光彗  真峰 香晨  望月 香雪  山崎 香雲 

 上田 成紅  目黒 煌人  矢崎 桃香  天野 彩流  海上 翠舟 

 川嶋 坡景  工藤 文園  五井 修水  佐々木萌竹  佐藤 愁香 

 白井 富代  丹崎 超山  久田 房子  三浦 史鶴  森  竹秋 

 保井 晶華  米野 貞城  渡部 朱瓊  髙橋 玲光  坂本 吟秋 

 永田 佐和  内津 観空  佐藤 智子  遠藤 惠雨  田中 惜雨 

 笹谷 醴雪  坪田記代子  我妻 ﾕｳ秋  皆木 桃香  石原 鳴秋 

 村上 澡秋  淺沼 啓雪  戸田 苳芳  姫野 静鳳  北原 滄秋 

 土岐 静遥  小池 竹亭  曽良 道子  久保田和子  井口 綾秋 

 上野 信子  川口美智子  川津 松翠  窪  菁園  中村 珠香 

 秋山 和意  石川 芳漣  伊藤 苳径  岩井 陽子  落合 雅子 

 加藤 香邨  北岡 琳川  久我 和代  児玉 瑛秋  斎藤 紫園 

 佐藤 静漣  鈴木 舟渚  須田 千畦  五月女寿郷  田島 三沙 

 長谷川雅峯  松平 光風  峰尾 彩圃  宮本 鳳邨  天草 香陽 

 石井 竹心  大岩 玉蘭  大塚 蘭径  小作 塘石  鎌田 志希 

 河合 菖汀  川端 澄子  川村 秀翠  高井 葉風  津村 廂雨 

 中村 節子  根岸 蝶秋  向山 芳川  村松喜美子  山鹿 玉蘭 

 吉原 芳蘭  大内 千櫻  小田切景羊  小野 桂萩  久保田静水 

 酒井 如雪  日野 春虹  青沼 映桃  蟻川 麗泉  石井 天象 

 石井 芳柳  石家 永子  石坂 晨洋  石橋 苳耀  磯部 李峰 

 猪俣 螢峰  岩崎 淳子  岩田 香舟  遠藤 史佰  大井田鶴子 

 大倉 法子  小作 晴芳  小田桐華鏡  加藤 裕子  川延しげ子 

 菊地 茜琇  北村 鳳雪  合田 星華  島崎 秀葉  島戸 素湖 

 菅原 九波  鈴木 帯泉  須藤 玉苑  田中 筝和  土屋 節子 

 西嶌 澄子  西間木香秋  西間木晴秋  橋爪 玉翠  原田 淡泉 

 樋口 玉桜  秀野 一華  古川 扇女  堀江 雅子  松沼 宣子 

 村瀬 菜穂  盛田 芳子  守屋 ひで  諸星 窮山  山崎 蘭粋 

 山下 竹衛  山下 桐佳  中島 貴子  井上美智子  奥山裕美子 

 安藤 龍美  飯島 蒼竹  井川 彩紅  石井 清香  石川 水月 

 石川 洛秋  石丸 詠峰  伊吹 祥琴  今井 暁湖  内田 藍亭 

 岡添 良子  小川 玉泉  奥村 奈巳  風巻 鐘峰  喜多村香龍 

 小杉 翠峰  酒井 華香  櫻田 東紅  佐藤 香葩  佐藤 弘子 

 柴田 彩舟  東海林千春  鈴木 祥香  須田 凌丘  高尾 幸竹 

 高木 筌舟  高梨 昭子  田口 窓峰  武貞 墨仙  竹下 明雪 

 竹田加江子  多田 露香  田宝 瑞峰  田中 紫水  田中 泉心 

 露﨑 小蘭  豊田 柏翠  鳥越 郁子  布川 知柳  橋本 遥林 

 平賀 恵風  箕輪 彩苑  宮川 秀園  望月 華詠  八嶋 紅霞 



 山口 習明  山口 松光  山倉 香葉  山下 絢子  吉野 千羔 

 米倉 松邑  若原 笙韵  脇  静泉  小山 紅春  小林 祥雲 

 蒔田 薛香 

 

 笹木 北峰  岩井 聖水  加藤 翆泉  中川 光葉  石川 影峰 

 加藤 祥螢  小林 貴峰  山本 菁烟  岡村 梢紅  木村 麗穂 

 若松 鈴秋  美野 瀛邦  石黒 洋子  鈴木 静琥  髙橋 茗夏 

 結城 朱峯  上田 尤華  内山 園英  本多マサ子  荻原 畦翆 

 小倉 松ｲﾝ  金子 圭琇  高山 尚鶴  藤波 紫芳  古川 綾花 

 松並 如吟  太田 麗珠  長田 琴雨  高橋 萃香  羽鳥 彩翠 

 鑓水 知子  横山 秀雲  伊藤 映紅  神津早智子  高橋 摘星 

 田口 聆秋  森下 幽亭  山根 恵美  青木 簫秋  加藤 龍子 

 佐野 暢石  鈴木 艶子  中島由希代  藤沢 里暁  藤本早知子 

 都田 暎翆  山口 虹苑  山本 秀雪  岡崎 菖苑  佐野 華秋 

 田中 恵燁  為田 麗水  野川 玄篤  三好 草桜  伊藤弥栄子 

 清水 惠峰  中山 清子  成川 遶茜  水野 祥雲  千葉 豊翠 

 中川 玲翔  中嶋 緑應  中村 彩幸  三浦 掬水  村田 久子 

 佐藤 静峰  仲野 恵竹  前島 俊子  本江 美穂  阿部 圭香 

 市川 敏子  内田 菁真  寺元 龍子  星山 菜月  堀部 玲雪 

 松永 苳彩  秋山 茜鳳  新井 菁雅  大堀 鳩香  長田 宣子 

 小島 翔香  鈴木 暢子  高橋 春陽  十枝 麗月  藤井 翠仙 

 保呂田彩園  岩澤 雅子  江戸川洋子  大谷 要子  落合 佳月 

 梶浦 苳慧  北見 琇紅  栗  瑞峯  小泉 紫扇  小出 千華 

 斎藤 馨水  佐藤 翠峰  土屋 彩明  中條 富子  野地 春翆 

 加藤 聡石  菊池 洋子  高橋 静鶴  角田 香翆  仁平 溪舟 

 長谷川紅衣  原口 昌子  石橋紀代子  磯崎 綾子  赫多 翠苑 

 小林 桃筌  髙橋 玉堂  長澤 桂蓮  長澤 光遥  松坂 素亭 

 山岸 虹鮮  秋月 文恵  飯澤 澄佳  飯田 柴景  大澤 翔鳳 

 櫻井 ﾖｳ里  寺坂 一燈  中川 英雪  六車 小穂  森  恵奏 

 八峠 華紅  吉田恵利子  吉田 妙子  秋元 土龍  飯田 華香 

 今泉 華春  小泉  華  高田 茂美  田中 苳瞬  直井 みさ 

 永尾 彩帆  能勢 美英  磯田 春汀  糸賀 紫峰  上村 彩玉 

 勝田千鶴子  佐藤 薫泉  三上 陽風  和泉 宵鮮  池田 麗峰 

 阿部 良紅  宮沢 幽蘭  名内 玲玉  吉川富久子  吉山 敦子 

 久能 醇洋  佐治 恵子  保坂 洋子  大家 春蕾  木下 紅蘭 

 嵯峨 帶琳  髙橋 美江  田中 瑞保  中谷 牽洋  櫻田 佳親 

 下田美智子  樽見 佳秀  萩原 良子  福原 瑞鳳  若原 啓折 

 漆原 彩春  神田 静月  斎藤 麻弥  佐藤 桃泉  田中 好代 

 中村 繊洋  渡邊 紅蘭 


