
公益社団法人 能楽協会

※リストは令和4年4月7日現在のものです。

※リストは故人、協会員以外の実演家を含んでおります。

※氏名は最新の芸名（芸名のない者は本名）のみ掲載しております。

※ご不明な点につきましては、公益社団法人能楽協会までお尋ね下さい。

会田昇 あいだのぼる

相原一彦 あいはらかずひこ

青木一郎 あおきいちろう

青木健一 あおきけんいち

青木伸夫 あおきのぶお

青木道喜 あおきみちよし

青木豊 あおきゆたか

赤井きよ子 あかいきよこ

赤井啓三 あかいけいぞう

赤井要佑 あかいようすけ

赤瀬雅則 あかせまさのり

赤星惠美 あかほしえみ

赤松禎友 あかまつよしとも

秋英二 あきよしえいじ

安久都和夫 あくつかずお

浅井涼多朗 あさいすずたろう

浅井文義 あさいふみよし

浅井通昭 あさいみちあき

朝倉粂太郎 あさくらくめたろう

朝倉大輔 あさくらだいすけ

朝倉俊樹 あさくらとしき

浅見慈一 あさみじいち

浅見重好 あさみしげよし

淺見悠花 あさみはるな

浅見真州 あさみまさくに

浅見真高 あさみまさたか

芦田嘉和 あしだよしかず

安達裕香 あだちゆうか

雨宮悠大 あまみやゆうた

新井和明 あらいかずあき

新井麻衣子 あらいまいこ

新江和人 あらえかずと

荒川志季 あらかわしき

荒木賀光 あらきがこう

荒木建作 あらきけんさく

荒木亮 あらきりょう

有松遼一 ありまつりょういち

粟谷明生 あわやあきお

粟谷菊生 あわやきくお

粟谷新太郎 あわやしんたろう

粟谷辰三 あわやたつぞう

粟谷浩之 あわやひろゆき

著作隣接権等に関する委任者一覧

あ
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粟谷益二郎 あわやますじろう

粟谷充雄 あわやみつお

粟谷幸雄 あわやゆきお

粟谷能夫 あわやよしお

粟谷僚太 あわやりょうた

安藤貴康 あんどうたかやす

安東伸元 あんどうのぶもと
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飯嶋六之佐 いいじまろくのすけ

飯田清一 いいだせいいち

飯田芳伸 いいだよしのぶ

飯冨章宏 いいとみあきひろ

飯冨雅介 いいとみただすけ

飯冨孔明 いいとみよしあき

飯森友春 いいもりともはる

池内光之助 いけうちみつのすけ

池内賴子 いけうちよりこ

生駒里翠 いこまりすい

石井仁兵衛 いしいにへい

石井保彦 いしいやすひこ

石倉昭二 いしくらしょうじ

石黒孝 いしぐろたかし

石黒実都 いしぐろみと

石原勝成 いしはらかつしげ

石原俊時 いしはらしゅんじ

石森智幸 いしもりともゆき

石山勝秋 いしやまかつあき

和泉昭太朗 いずみしょうたろう

泉雅一郎 いずみまさいちろう

泉康孝 いずみやすたか

泉嘉夫 いずみよしお

市川博通 いちかわひろみち

一鍈二 いっそうえいじ

一正之助 いっそうしょうのすけ

一之 いっそうたかゆき

一仙幸 いっそうひさゆき

一又六郎 いっそうまたろくろう

一幸弘 いっそうゆきひろ

一幸政 いっそうゆきまさ

出雲敏弘 いづもとしひろ

出雲康雅 いづもやすまさ

出本勝範 いでもとかつのり

伊藤嘉寿 いとうかず

伊藤眞也 いとうしんや

伊藤泰 いとうたい

井藤鉄男 いとうてつお

伊藤英毅 いとうひでき

伊藤裕貴 いとうひろき

伊藤雅子 いとうまさこ

伊藤嘉章 いとうよしあき

井戸和男 いどかずお

井戸良祐 いどりょうすけ

犬塚惠 いぬづかけい

井上嘉介 いのうえかすけ

井上和幸 いのうえかずゆき

井上菊次郎 いのうえきくじろう

井上貴美子 いのうえきみこ

井上敬介 いのうえけいすけ

井上卓夫 いのうえたかお

い
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井上裕之真 いのうえひろのしん

井上裕久 いのうえひろひさ

井上松次郎 いのうえまつじろう

井上基太郎 いのうえもとたろう

井上貴覚 いのうえよしあき

井上和奏 いのうえわかな

井上燎治 いのうえりょうじ

井林清一 いばやしせいいち

井林久登 いばやしひさと

伊原昇 いはらのぼる

衣斐愛 いびあい

衣斐正宜 いびまさよし

今井幾三郎 いまいいくさぶろう

今井克紀 いまいかつのり

今井清隆 いまいきよたか

今井泰介 いまいたいすけ

今井信善 いまいのぶよし

今井基 いまいもとい

今井泰男 いまいやすお

今井泰行 いまいやすゆき

今枝郁雄 いまえだいくお

今澤美和 いまさわみわ

今村一夫 いまむらかずお

今村荘介 いまむらそうすけ

今村哲朗 いまむらてつろう

今村晏 いまむらはる

今村宮子 いまむらみやこ

今村嘉太郎 いまむらよしたろう

今村嘉伸 いまむらよしのぶ

岩井嘉樹 いわいよしき

岩松由実 いわまつゆみ

岩屋稚沙子 いわやちさこ
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上田敦史 うえだあつし

上田公威 うえだきみたけ

上田圭輔 うえだけいすけ

上田悟 うえださとる

上田慎也 うえだしんや

上田大介 うえだだいすけ

上田貴弘 うえだたかひろ

上田拓司 うえだたくじ

植田次雄 うえだつぎお

上田宜照 うえだよしてる

上西良介 うえにしりょうすけ

上野朝彦 うえのともひこ

上野朝義 うえのともよし

上野寧子 うえのやすこ

上野雄介 うえのゆうすけ

上野雄三 うえのゆうぞう

上野義雄 うえのよしお

上野能寛 うえのよしひろ

上村雅義 うえむらまさよし

鵜澤速雄 うざわはやお

鵜澤光 うざわひかる

鵜澤久 うざわひさ

鵜澤壽 うざわひさし

鵜澤雅 うざわまさし

鵜澤洋太郎 うざわようたろう

宇髙竜成 うだかたつしげ

宇髙徳成 うだかのりしげ

宇髙通成 うだかみちしげ

内潟慶三 うちがたけいぞう

内田安信 うちだあんしん

内田成信 うちだしげのぶ

内田貴成 うちだたかなり

内田利成 うちだとしなり

内田信義 うちだのぶよし

内田善昭 うちだよしあき

宇都宮公 うつのみやただし

宇野親一 うのしんいち

馬野訓聡 うまのくにあき

馬野正基 うまのまさき

梅井みつ子 うめいみつこ

梅谷宏 うめたにひろし

梅田邦久 うめだくにひさ

梅田晃煕 うめだこうき

梅田嘉宏 うめだよしひろ

梅村平史朗 うめむらへいしろう

梅村昌功 うめむらまさよし

梅若紀彰 うめわかきしょう

梅若吉之丞 うめわかきちのじょう

梅若修一 うめわかしゅういち

梅若慎太朗 うめわかしんたろう

梅若長左衛門 うめわかちょうざえもん

う
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梅若利成 うめわかとしなり

梅若猶義（初世） うめわかなおよし

梅若猶義（2世） うめわかなおよし

梅若紀佳 うめわかのりか

梅若紀長 うめわかのりなが

梅若久紀 うめわかひさき

梅若秀成 うめわかひでなり

梅若雅一 うめわかまさかず

梅若雅俊 うめわかまさとし

梅若万佐晴 うめわかまさはる

梅若万三郎 うめわかまんざぶろう

梅若万三郎（初世） うめわかまんざぶろう

梅若万三郎（2世） うめわかまんざぶろう

梅若実 うめわかみのる

梅若実（2世） うめわかみのる

梅若基徳 うめわかもとのり

梅若泰志 うめわかやすし

梅若恭行 うめわかやすゆき

梅若善高 うめわかよしたか

梅若堯之 うめわかたかゆき

梅若六郎(55世） うめわかろくろう

浦田親良 うらたちから

浦田保親 うらたやすちか

浦田保利 うらたやすとし

浦田保浩 うらたやすひろ

浦部幸裕 うらべゆきひろ

浦部好弘 うらべよしひろ

浦政徳 うらまさのり
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江崎欽次朗 えさきじんじろう

江崎正左衛門 えさきしょうざえもん

江崎正左衛門（10世） えざきしょうざえもん

江崎太朗 えさきたろう

江野泉 えのいずみ

榎本元 えのもとげん

遠藤和久 えんどうかずひさ

遠藤勝實 えんどうかつみ

遠藤喜久 えんどうよしひさ

遠藤六郎 えんどうろくろう

え
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大井風矢 おおいふうや

大江広祐 おおえこうすけ

大江照夫 おおえてるお

大江信行 おおえのぶゆき

大江又三郎 おおえまたさぶろう

大江泰正 おおえやすまさ

大亀藤英 おおかめふじえ

大川典良 おおかわのりよし

大川磨美 おおかわまみ

大藏章照 おおくらあきみつ

大藏彩乃 おおくらあやの

大倉栄太郎 おおくらえいたろう

大藏吉次郎 おおくらきちじろう

大倉慶乃助 おおくらけいのすけ

大倉源次郎 おおくらげんじろう

大倉正之助 おおくらしょうのすけ

大倉長十郎 おおくらちょうじゅうろう

大藏教義 おおくらのりよし

大倉三忠 おおくらみつただ

大藏基誠 おおくらもとなり

大藏彌右衛門 おおくらやうえもん

大藏彌太郎 おおくらやたろう

大倉伶士郎 おおくられいしろう

大澤久美子 おおさわくみこ

大島伊織 おおしまいおり

大島衣恵 おおしまきぬえ

大島輝久 おおしまてるひさ

大島政允 おおしままさのぶ

大菅義信 おおすがよしのぶ

太田直道 おおたなおみち

大塚出 おおつかいづる

大塚龍一郎 おおつかりゅういちろう

大槻崇充 おおつきたかみつ

大槻文藏 おおつきぶんぞう

大槻裕一 おおつきゆういち

大坪喜美雄 おおつぼきみお

大坪十喜雄 おおつぼときお

大友順 おおともじゅん

大西智久 おおにしともひさ

大西信久 おおにしのぶひさ

大西礼久 おおにしふみひさ

大野誠 おおのまこと

大橋紀美 おおはしきみ

大村華由 おおむらかゆ

大村定 おおむらさだむ

大村滋二 おおむらしげじ

大山容子 おおやまようこ

岡次郎右衛門 おかじろうえもん

岡田晃一 おかだこういち

岡田すみ子 おかだすみこ

岡田麗史 おかだれいじ

お
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岡田朗詠 おかだろうえい

岡庭祥大 おかにわまさひろ

岡庭善昭 おかにわよしあき

岡野八重子 おかのやえこ

岡久広 おかひさひろ

岡充 おかみつる

岡村和彦 おかむらかずひこ

岡村春花 おかむらはるか

岡本知子 おかもとともこ

岡本はる奈 おかもとはるな

岡本房雄 おかもとふさお

小川博久 おがわひろひさ

荻野将盛 おぎのまさもり

奥川恒治 おくかわこうじ

奥善助 おくぜんすけ

奥津健一郎 おくつけんいちろう

奥津健太郎 おくつけんたろう

奥野達也 おくのたつや

小倉健太郎 おぐらけんたろう

小倉伸二郎 おぐらしんじろう

小倉輝泰 おぐらてるやす

小倉敏克 おぐらとしかつ

長田郷 おさだあきら

長田驍 おさだたけし

小澤孝博 おざわたかひろ

小田切春璃 おだぎりしゅり

小田切康陽 おだぎりやすはる

乙黒敬太 おとぐろけいた

尾鍋智史 おなべともふみ

小野栄二 おのえいじ

小野瀬荘樹 おのせそうじゅ

小野寺竜一 おのでらりゅういち

大日方寛 おびなたひろし
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香川靖嗣 かがわせいじ

柿沼義孝 かきぬまよしたか

柿原崇志 かきはらたかし

柿原孝則 かきはらたかのり

柿原弘和 かきはらひろかず

柿原光博 かきはらみつひろ

柿本豊次 かきもととよじ

角当直隆 かくとうなおたか

角当行雄 かくとうゆくお

筧鉱一 かけひこういち

影山三池子 かげやまみちこ

河西暁子 かさいあきこ

笠田昭雄 かさだあきお

笠田稔 かさだみのる

笠田祐樹 かさだゆうき

笠間啓 かさまけい

風間信一 かざましんいち

梶谷英樹 かじたにひでき

梶谷義男 かじたによしお

鹿島俊裕 かしまとしひろ

柏崎真由子 かしわざきまゆこ

柏山聡子 かしわやまさとこ

数山光玄 かずやまこうげん

片岡憲太郎 かたおかけんたろう

片桐敏 かたぎりびん

片山清愛 かたやまきよちか

片山九郎右衛門（十世） かたやまくろうえもん

片山慶次郎 かたやまけいじろう

片山伸吾 かたやましんご

片山峯秀 かたやまみねひで

片山幽雪 かたやまゆうせつ

勝部延和 かつべのぶやす

加藤愛花 かとうあいか

加藤かおる かとうかおる

加藤敬一 かとうけいいち

加藤紗和子 かとうさわこ

加藤愼一朗 かとうしんいちろう

加藤眞悟 かとうしんご

加藤知紗子 かとうちさこ

加藤洋輝 かとうひろき

野りさ かどのりさ

鹿取希世 かとりきよ

金井章 かないあきら

金井賢郎 かないけんろう

金井雄資 かないゆうすけ

金森隆晋 かなもりたかゆき

金森秀祥 かなもりひでとし

金森良充 かなもりよしみつ

金子晃 かねこあきら

金子昭 かねこあきら

金子匡一 かねこきょういち

か
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金子敬一郎 かねこけいいちろう

金子天晟 かねこてんせい

金子聡哉 かねことしや

金子龍晟 かねこりゅうせい

金田弘明 かねだひろあき

狩野琇鵬 かのしゅうほう

狩野祐一 かのゆういち

狩野了一 かのりょういち

鏑木峯男 かぶらきみねお

鎌田氏勝 かまたうじかつ

上吉川徹 かみよしかわとおる

亀井俊一 かめいしゅんいち

亀井忠雄 かめいただお

亀井俊雄 かめいとしお

亀井広忠 かめいひろただ

亀井実 かめいみのる

亀井保雄 かめいやすお

亀井雄二 かめいゆうじ

亀井洋佑 かめいようすけ

亀田肇 かめだはじめ

河井美紀 かわいみき

川口晃平 かわぐちこうへい

川島英治 かわしまえいじ

川瀬隆士 かわせたかし

川副憲一 かわそえけんいち

川中治作 かわなかじさく

川原恵三 かわはらけいぞう

河原康生 かわはらやすお

川邉宏貴 かわべひろき

河村和晃 かわむらかずあき

河村和重 かわむらかずしげ

河村浩太郎 かわむらこうたろう

河村眞之介 かわむらしんのすけ

河村総一郎 かわむらそういちろう

河村隆司 かわむらたかし

河村高 かわむらたかし

河村禎二 かわむらていじ

河村信重 かわむらのぶしげ

河村晴夫 かわむらはるお

河村晴久 かわむらはるひさ

河村晴道 かわむらはるみち

河村栄重 かわむらひでしげ

河村博重 かわむらひろしげ

河村大 かわむらまさる

河村裕一郎 かわむらゆういちろう

河村凜太郎 かわむらりんたろう

河本望 かわもとのぞむ

河原淸 かわらきよし

観世淳夫 かんぜあつお

観世清顕 かんぜきよあき

観世新九郎 かんぜしんくろう

観世銕之丞（9世） かんぜてつのじょう
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観世銕之丞（6世） かんぜてつのじょう

観世銕之丞（7世） かんぜてつのじょう

観世銕之丞（8世） かんぜてつのじょう

観世豊純 かんぜとよすみ

観世智顕 かんぜのりあき

観世寿夫 かんぜひさお

観世榮夫 かんぜひでお

観世紘顕 かんぜひろあき

観世元昭 かんぜもとあき

観世元信 かんぜもとのぶ

観世元伯 かんぜもとのり

観世恭秀 かんぜやすひで

観世喜顕 かんぜよしあき

観世芳伸 かんぜよしのぶ

観世喜正 かんぜよしまさ

観世喜之（2世） かんぜよしゆき

観世喜之（3世） かんぜよしゆき

菅野卓夫 かんのたくお
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紀井規子 きいのりこ

生一知哉 きいちかずや

生一庸 きいちよう

菊本澄代 きくもとすみよ

菊本美貴 きくもとみき

北川米喜 きたがわよねよし

北島公之 きたじまひろゆき

北浪昭雄 きたなみあきお

北浪貴裕 きたなみたかひろ

木谷哲也 きだにてつや

喜多雅人 きたまさと

北村一郎 きたむらいちろう

北村治 きたむらおさむ

北村修吉 きたむらしゅうきち

吉阪一郎 きちさかいちろう

木月晶子 きづきあきこ

木月孚行 きづきたかゆき

木月達雄 きづきたつお

木月章行 きづきとしゆき

木月宣行 きづきのぶゆき

城戸絃詩 きどげんじ

木戸玲子 きどれいこ

鬼頭尚久 きとうなおひさ

木原康太 きはらこうた

木原康夫 きはらやすお

木原康次 きはらやすじ

木原康之 きはらやすゆき

木村薫哉 きむらしげや

木村延之 きむらのぶゆき

木村正雄 きむらまさお

工藤和哉 くどうかずや

工藤寛 くどうかん

工藤義彦 くどうよしひこ

國川純 くにかわじゅん

久貫弘能 くぬきひろの

久保誠一郎 くぼせいいちろう

久保田宏二 くぼたこうじ

熊谷伸一 くまがいしんいち

熊谷眞知子 くまがいまちこ

熊本俊太郎 くまもとしゅんたろう

栗城幸子 くりきさちこ

栗林祐輔 くりばやしゆうすけ

桑田貴志 くわたたかし

く

き
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幸円次郎 こうえんじろう

郷郭太郎 ごうかくたろう

幸信吾 こうしんご

幸清次郎 こうせいじろう

幸泰平 こうたいへい

幸宣佳 こうのぶよし

幸正昭 こうまさあき

幸正影 こうまさかげ

幸正悟 こうまさのり

幸正佳 こうまさよし

郷三枝子 ごうみえこ

幸祥光 こうよしみつ

古賀裕己 こがひろみ

小玉三郎 こだまさぶろう

小梶直人 こかじなおと

小斉平真路 こさひらしんじ

越賀隆之 こしかたかゆき

五木田武計 ごきたたけかず

小島英明 こじまひであき

小島芳樹 こじまよしき

児玉久治 こだまきゅうじ

小寺佐七 こてらさしち

小寺俊三 こてらしゅんぞう

小寺真佐人 こてらまさと

後藤和也 ごとうかずや

後藤嘉津幸 ごとうかつゆき

後藤孝一郎 ごとうこういちろう

後藤得三 ごとうとくぞう

後藤尚志 ごとうひさし

後藤裕子 ごとうひろこ

小西弘通 こにしひろみち

小西玲央 こにしれお

小早川修 こばやかわおさむ

小早川静佳 こばやかわしずか

小早川満子 こばやかわみつこ

小早川泰輝 こばやかわやすき

小早川康充 こばやかわやすみつ

小林慶三 こばやしけいぞう

小林維毅 こばやしこれき

小林晋也 こばやししんや

小林恆生 こばやしつねお

小林一 こばやしはじめ

小林与志郎 こばやしよしろう

小檜山浩二 こびやまこうじ

駒瀬直也 こませなおや

小松勝憲 こまつかつのり

古室知也 こむろともや

小山健太郎 こやまけんたろう

小山文彦 こやまふみひこ

是川正彦 これかわまさひこ

金剛巖 こんごういわお

こ
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金剛龍謹 こんごうたつのり

金剛永謹 こんごうひさのり

近藤乾三 こんどうけんぞう

近藤乾之助 こんどうけんのすけ

近藤颯一郎 こんどうそういちろう

近藤幸江 こんどうゆきえ

近藤礼 こんどうれい

金野泰大 こんのよしまさ

金春梓沙 こんぱるあずさ

金春榮治郎 こんぱるえいじろう

金春嘉織 こんぱるかおる

金春欣三 こんぱるきんぞう

金春國和 こんぱるくにかず

金春惣右衛門 こんぱるそうえもん

金春惣右衛門（21世） こんぱるそうえもん

金春惣右衛門（22世） こんぱるそうえもん

金春晃実 こんぱるてるちか

金春信高 こんぱるのぶたか

金春憲和 こんぱるのりかず

金春初音 こんぱるはつね

金春飛翔 こんぱるひかる

金春穂高 こんぱるほだか

金春安明 こんぱるやすあき

金春康之 こんぱるやすゆき
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斉藤敦 さいとうあつし

齊藤信輔 さいとうしんすけ

齋藤忠 さいとうただし

齊藤信隆 さいとうのぶたか

齊藤凛 さいとうりん

佐伯久子 さえききくこ

酒井章 さかいあきら

坂井音重 さかいおとしげ

坂井音 さかいおとたか

坂井音晴 さかいおとはる

坂井音雅 さかいおとまさ

酒井賢一 さかいけんいち

坂井夫 さかいたかお

酒井夏来 さかいなつき

酒井亮 さかいりょう

坂口貴信 さかぐちたかのぶ

坂口信男 さかぐちのぶお

阪口泰子 さかぐちやすこ

坂田正博 さかたまさひろ

坂苗融 さかなえとおる

阪本昂平 さかもとこうへい

坂本進 さかもとすすむ

坂本立津朗 さかもとたつろう

佐川勝貴 さがわまさたか

坂口怜 さかぐちれい

佐久間二郎 さくまじろう

桜井均 さくらいひとし

櫻間金記 さくらまきんき

櫻間辰之 さくらまたつゆき

左鴻雅義 さこうまさよし

左鴻泰弘 さこうやすひろ

佐々木多門 ささきたもん

佐々木則之 ささきのりゆき

佐々木宗生 ささきむねお

笹本親男 ささもとちかお

貞光卓生 さだみつたくお

貞光訓義 さだみつのりよし

貞光義明 さだみつよしあき

佐藤章雄 さとうあきお

佐藤出 さとういずる

佐藤栄一郎 さとうえいいちろう

佐藤耕司 さとうこうじ

佐藤恭司 さとうたかし

佐藤融 さとうとおる

佐藤俊之 さとうとしゆき

佐藤友彦 さとうともひこ

佐藤寛泰 さとうひろやす

佐藤陽 さとうよう

佐藤ヨシカ さとうよしか

佐野巌 さのいわお

佐野和之 さのかずゆき

さ
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佐野玄宜 さのげんき

佐野弘宜 さのこうき

佐野幹 さのつかさ

佐野登 さののぼる

佐野萌 さのはじめ

佐野由於 さのよしお

澤翼 さわつばさ

澤田晃良 さわだあきら

澤田郁代 さわだいくよ

澤田宏司 さわだこうじ
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塩谷恵 しおたにけい

塩津哲生 しおつあきお

塩津圭介 しおつけいすけ

塩山良一 しおやまりょういち

志賀朝男 しがあさお

敷村鉄雄 しきむらてつを

重本昌三 しげもとしょうぞう

重本昌也 しげもとまさや

茂山忠三郎 しげやまちゅうざぶろう

茂山忠三郎（四世） しげやまちゅうざぶろう

篠原太一 しのはらたいち

芝﨑眞理 しばさきしんり

柴田孝宏 しばたたかひろ

柴田健一 しばたけんいち

柴田孝昭 しばたたかあき

柴田稔 しばたみのる

柴山暁 しばやまあきら

渋田昭典 しぶたあきのり

嶋﨑暢久 しまざきのぶひさ

島村明宏 しまむらあきひろ

清水明圀 しみずあきくに

清水和音 しみずかずと

清水寛二 しみずかんじ

清水晧祐 しみずこうすけ

清水義久 しみずよしひさ

清水義也 しみずよしなり

下岡栞 しもおかしおり

下川宜長 しもかわよしなが

下平克宏 しもだいらかつひろ

樹下千慧 じゅげちさと

庄司友芳 しょうじともよし

白坂信行 しらさかのぶゆき

白坂保行 しらさかやすゆき

白滝康 しらたきこう

神保通世 じんぼみちよ

し
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菅田昌義 すがたまさよし

杉市和 すぎいちかず

杉浦豊彦 すぎうらとよひこ

杉岡敏英 すぎおかとしひで

杉澤陽子 すぎさわはるこ

杉信太朗 すぎしんたろう

杉田浩庸 すぎたひろのぶ

椙元正樹 すぎもとまさき

助川治 すけかわおさむ

鈴木矜子 すずききょうこ

鈴木啓吾 すずきけいご

鈴木圭介 すずきけいすけ

鈴木心春 すずきこはる

鈴木重寛 すずきしげひろ

角明弘 すみあきひろ

墨敬子 すみけいこ

幸二郎 すみこうじろう

住駒昭弘 すみこまあきひろ

住駒俊介 すみこましゅんすけ

住駒匡彦 すみこままさひこ

住駒充彦 すみこまみつひこ

住駒幸英 すみこまゆきひで

住駒陽介 すみこまようすけ

寬次朗　 すみひろじろう

陶山琴葉 すやまことは

陶山さくら すやまさくら

す

19



瀬尾乃武 せおのりたけ

瀬賀尚義 せがなおよし

関川順一郎 せきかわじゅんいちろう

関直美 せきなおみ

関根喜三郎 せきねきさぶろう

関根祥雪 せきねしょうせつ

関根知孝 せきねともたか

関根伸夫 せきねのぶお

関根祥人 せきねよしと

関根祥丸 せきねよしまる

瀬戸洋子 せとようこ

仙田理芳 せんだりほう

善竹圭五郎 ぜんちくけいごろう

善竹玄三郎 ぜんちくげんざぶろう

善竹十郎 ぜんちくじゅうろう

善竹大二郎 ぜんちくだいじろう

善竹隆司 ぜんちくたかし

善竹忠亮 ぜんちくただあき

善竹忠重 ぜんちくただしげ

善竹徳一郎 ぜんちくとくいちろう

善竹富太郎 ぜんちくとみたろう

善竹長徳 ぜんちくながのり

善竹彌五郎（二世） ぜんちくやごろう

善竹彌五郎 ぜんちくやごろう

善竹隆平 ぜんちくりゅうへい

せ
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惣明貞助 そうみょうただすけ

祖父江修一 そぶえしゅういち

曽和伊喜夫 そわいきお

曽和鼓堂 そわこどう

曽和博朗 そわひろし

曽和正博 そわまさひろ

そ
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大松洋一 だいまつよういち

平友恵 たいらともえ

髙井松男 たかいまつお

鷹尾章弘 たかおあきひろ

鷹尾維教 たかおゆきのり

鷹尾祥史 たかおよしひと

髙木貞次 たかきていじ

髙澤祐介 たかざわゆうすけ

高島敏彦 たかしまとしひこ

髙梨万里 たかなしばんり

髙梨良一 たかなしりょういち

髙野彰 たかのあきら

髙野秀幸 たかのひでゆき

髙橋章 たかはしあきら

髙橋勇 たかはしいさむ

髙橋栄子 たかはしえいこ

髙橋忍 たかはししのぶ

髙橋進 たかはしすすむ

髙橋奈王子 たかはしなおこ

髙橋希 たかはしのぞみ

髙橋憲正 たかはしのりまさ

髙橋汎 たかはしひろし

高橋正光 たかはしまさみつ

高橋美恵子 たかはしみえこ

高橋康子 たかはしやすこ

髙橋ゆず たかはしゆず

髙橋右任 たかはしゆたか

髙橋亘 たかはしわたる

髙林白牛口二 たかばやしこうじ

高林昌司 たかばやししょうじ

高林呻二 たかばやししんじ

髙村裕 たかむらゆたか

髙安受壽 たかやすうけとし

高安勝久 たかやすかつひさ

髙安道喜 たかやすみちよし

多久島利之 たくしまとしゆき

多久島法子 たくしまのりこ

田口将成 たぐちまさなり

田口亮二 たぐちりょうじ

竹市幸司 たけいちこうじ

竹市学 たけいちまなぶ

竹内澄子 たけうちすみこ

竹内寬 たけうちゆたか

武田章志 たけだあきゆき

武田伊左 たけだいさ

武田邦弘 たけだくにひろ

武田光雲 たけだこううん

武田智継 たけださとつぐ

武田孝史 たけだたかし

武田太加志 たけだたかし

武田崇史 たけだたかふみ

た
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武田友志 たけだともゆき

武田尚浩 たけだなおひろ

武田大志 たけだひろし

武田文志 たけだふみゆき

武田宗和 たけだむねかず

武田宗典 たけだむねのり

武田志房 たけだゆきふさ

武田祥照 たけだよしてる

武田喜永 たけだよしなが

武富康之 たけとみやすゆき

竹村英雄 たけむらひでお

竹村英敏 たけむらひでとし

田崎甫 たざきはじめ

田崎隆三 たざきりゅうぞう

多田順子 ただじゅんこ

舘聖 たちさとし

立花香寿子 たちばなかずこ

辰巳和磨 たつみかずま

辰巳大二郎 たつみだいじろう

辰巳孝門 たつみたかと

辰巳孝弥 たつみたかや

辰巳満次郎 たつみまんじろう

舘田善博 たてだよしひろ

田中章文 たなかあきふみ

田中幾之助 たなかいくのすけ

田中一義 たなかかずよし

田中夫 たなかたかお

田中達 たなかとおる

田中トシヱ たなかとしえ

田中敏文 たなかとしふみ

田中直樹 たなかなおき

田中春奈 たなかはるな

田中寿男 たなかひさお

田恭資 たなべきょうすけ

田哲久 たなべてつひさ

谷清士 たにきよし

谷口喜代三 たにぐちきよぞう

谷口正壽 たにぐちまさとし

谷口雅彦 たにぐちまさひこ

谷口正喜 たにぐちまさよし

谷大作 たにだいさく

谷友矩 たにとものり

谷村育子 たにむらいくこ

谷村一太郎 たにむらいちたろう

谷本健吾 たにもとけんご

谷本康介 たにもとこうすけ

種田治 たねだおさむ

種田治郎 たねだじろう

種田道雄 たねだみちお

種田道一 たねだみちかず

玉井博祜 たまいひろこ

田村修 たむらおさむ
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田村信一郎 たむらしんいちろう

田茂井廣道 たもいひろみち

田屋邦夫 たやくにお

丹下紀香 たんげきこう
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塚田章 つかだあきら

塚田光太郎 つかだこうたろう

塚原明 つかはらあきら

塚本和雄 つかもとかずお

塚本希花 つかもとのどか

槻宅聡 つきたくさとし

月雫黎 つきのしずくれい

佃良勝 つくだよしかつ

佃良太郎 つくだよしたろう

辻井八郎 つじいはちろう

辻井美遊 つじいみゆう

雅之 つじまさゆき

辻本實 つじもとみのる

芳昭 つじよしあき

津田和忠 つだかずただ

津田節哉 つだせつや

土田晏士 つちだきよし

土田英貴 つちだひでたか

土屋周子 つちやしゅうこ

津村聡子 つむらさとこ

津村次郎 つむられいじろう

鶴克彦 つるかつひこ

鶴田航己 つるたこうき

鶴間真美子 つるままみこ

つ
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豊嶋訓三 てしまくんぞう

豊嶋晃嗣 てしまこうじ

豊嶋十郎 てしまじゅうろう

豊嶋彌左衛門 てしまやざえもん

豊嶋幸洋 てしまゆきひろ

豊嶋芳野 てしまよしの

寺井久八郎 てらいきゅうはちろう

寺井榮 てらいさかえ

寺井千景 てらいちかげ

寺井宏明 てらいひろあき

寺井啓之 てらいひろゆき

寺井政数 てらいまさかず

寺井義明 てらいよしあき

寺井良雄 てらいよしお

寺岡佑子 てらおかゆうこ

寺﨑徳雄 てらさきとくお

寺澤幸祐 てらさわこうすけ

寺澤拓海 てらさわたくみ

寺澤忠芳 てらさわただよし

寺澤祐佳里 てらさわゆかり

寺田成秀 てらだなりひで

寺田林太郎 てらだりんたろう

て
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當山淳司 とうやまじゅんじ

當山孝道 とうやまたかみち

遠田修 とおだおさむ

戸川瑞穂 とがわみずほ

徳田宗久 とくだむねひさ

登坂武雄 とさかたけお

百々康治 どどやすはる

殿田謙吉 とのだけんきち

都丸勇 とまるいさむ

富田雅子 とみたまさこ

富山子 とみやまのりこ

友枝昭世 ともえだあきよ

友枝喜久夫 ともえだきくお

友枝真也 ともえだしんや

友枝大風 ともえだたいふう

友枝雄人 ともえだたけひと

友枝雄太郎 ともえだゆうたろう

鳥山直也 とりやまなおや

と
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内藤彩七 ないとうさな

内藤成鵬 ないとうしげとも

内藤鈴子 ないとうすずこ

内藤飛能 ないとうとびよし

内藤瑞駿 ないとうみずはや

内藤幸雄 ないとうゆきお

中島恭介 なかしまきょうすけ

中島清幸 なかしまきよゆき

中嶋謙昌 なかしまけんすけ

長島茂 ながしましげる

中島志津夫 なかしましずお

永島忠侈 ながしまただし

永島充 ながしまみつる

中所宜夫 なかしょのぶお

永田克壬 ながたかつみ

中谷明 なかたにあきら

中田一葉 なかたかずは

中田弘美 なかたひろみ

中田能光 なかたよしみつ

永留浩史 ながとめひろふみ

中野由佳子 なかのゆかこ

長宗敦子 ながむねあつこ

中村一路 なかむらいちろ

中村宜成 なかむらぎじょう

中村清 なかむらきよし

中村邦生 なかむらくにお

中村孝太郎 なかむらこうたろう

中村作治郎 なかむらさくじろう

中村帯雅 なかむらたいが

中村千紘 なかむらちひろ

中村裕 なかむらひろし

中村昌弘 なかむらまさひろ

中村政裕 なかむらまさひろ

長本喜夫 ながもとよしお

中森貫太 なかもりかんた

中森健之介 なかもりけんのすけ

中森晶三 なかもりしょうぞう

中山清野 なかやまきよの

長山桂三 ながやまけいぞう

長山耕三 ながやまこうぞう

長山芽生 ながやまめい

長山凛三 ながやまりんぞう

長山三郎 ながやまれいさぶろう

中家美千代 なかやみちよ

中家実 なかやみのる

波吉信和 なみよしのぶかず

成田奏 なりたそう

成田達志 なりたたつし

成田寛人 なりたひろひと

成田真璃絵 なりたまりえ

な

28



西嶋淳子 にしじまじゅんこ

西村欽也 にしむらきんや

西村高夫 にしむらたかお

苗加登久治 のうかとくじ

野口敦弘 のぐちあつひろ

野口隆行 のぐちたかゆき

野口弘 のぐちたくひろ

野口傳之輔 のぐちでんのすけ

野口能弘 のぐちやすひろ

野口亮 のぐちりょう

野島伸仁 のじまのぶひと

野尻哲雄 のじりてつお

能勢渉 のせわたる

野月聡 のづきさとし

野中正和 のなかまさかず

野村あやめ のむらあやめ

野村さよ のむらさよ

野村幻雪 のむらげんせつ

野村保 のむらたもつ

野村信朗 のむらのぶたか

野村信宏 のむらのぶひろ

野村昌司 のむらまさし

野村又三郎（12世） のむらまたさぶろう

野村又三郎（13世） のむらまたさぶろう

野村萬 のむらまん

野村万蔵（6世） のむらまんぞう

則久英志 のりひさひでし

の

に
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芳賀カズ子 はがかずこ

橋本礒道 はしもといそみち

橋本擴三郎 はしもとこうざぶろう

橋本光史 はしもとこうじ

橋本忠樹 はしもとただき

橋本宰 はしもとつかさ

橋本雅夫 はしもとまさお

蓮元早苗 はすもとさなえ

長谷猪一郎 はせいいちろう

馳川慶二 はせかわけいじ

長谷川士希子 はせがわしげこ

長谷川純子 はせがわじゅんこ

長谷川晴彦 はせがわはるひこ

波多野晋 はたのすすむ

羽多野良子 はたのよしこ

畑宏 はたひろたか

八田達弥 はったたつや

八反田智子 はったんだともこ

林喜右衛門 はやしきえもん

林吉兵衛 はやしきちべえ

林宗一郎 はやしそういちろう

林大輝 はやしひろき

林美佐 はやしみさ

林本大 はやしもとだい

林大和 はやしやまと

林雄一郎 はやしゆういちろう

原一寿 はらかずとし

原大 はらまさる

原陸 はらりく

原岡一之 はらおかかずゆき

坂真次郎 ばんしんじろう

坂真太郎 ばんしんたろう

坂瞳子 ばんとうこ

坂東愛子 ばんどうあいこ

伴野俊彦 ばんのとしひこ

は
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桧垣勇 ひがきいさむ

東川尚史 ひがしかわたかし

東川光夫 ひがしかわみつお

久田勘鷗 ひさだかんおう

久田勘吉郎 ひさだかんきちろう

久田舜一郎 ひさだしゅんいちろう

久田三津子 ひさだみつこ

久田陽春子 ひさだやすこ

氷見啓明 ひみひろあき

平井宗一郎 ひらいそういちろう

平井俊行 ひらいとしゆき

平賀英雄 ひらがひでお

平木豊男 ひらきとよお

平澤由美子 ひらさわゆみこ

平富信義 ひらとみのぶよし

平野真樹 ひらのまき

平野史夏 ひらのふみか

平野元章 ひらのもとあき

広島栄里子 ひろしまえりこ

広島克栄 ひろしまかつえい

瀨順子 ひろせじゅんこ

瀬雅弘 ひろせまさひろ

田泰三 ひろたたいぞう

田陛一 ひろたのりかず

田明幸 ひろたはるゆき

田泰能 ひろたやすよし

弘田裕一 ひろたゆういち

田幸稔 ひろたゆきとし

谷和夫 ひろたにかずお

ひ
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深津洋子 ふかつようこ

深野新次郎 ふかのしんじろう

深野貴彦 ふかのたかひこ

福井聡介 ふくいそうすけ

福井良治 ふくいりょうじ

福王和幸 ふくおうかずゆき

福王茂十郎 ふくおうしげじゅうろう

福王知登 ふくおうともたか

福岡聡子 ふくおかそうこ

福代綏子 ふくしろやすこ

福田清道 ふくだきよみち

藤井完治 ふじいかんじ

藤井秋雅 ふじいしゅうが

藤井丈雄 ふじいたけお

藤井徳三 ふじいとくぞう

藤井雅之 ふじいまさゆき

藤田朝太郎 ふじたあさたろう

藤田章三 ふじたしょうぞう

藤田次郎 ふじたじろう

藤田大五郎 ふじただいごろう

藤田貴寛 ふじたたかひろ

藤田太郎 ふじたたろう

藤谷音彌 ふじたにおとや

藤田光子 ふじたみつこ

藤田安彦 ふじたやすひこ

藤田六郎兵衛 ふじたろくろびょうえ

藤田智子 ふじたともこ

藤波重和 ふじなみしげかず

藤波重孝 ふじなみしげたか

藤波重光 ふじなみしげてる

藤波重紀 ふじなみしげのり

藤波重彦 ふじなみしげひこ

藤波重満 ふじなみしげみつ

藤波徹 ふじなみとおる

藤野藤作 ふじのとうさく

藤村答 ふじむらあつし

藤村昌子 ふじむらまさこ

藤山はる江 ふじやまはるえ

船戸昭弘 ふなとあきひろ

船戸一希 ふなとかずき

船本嘉人 ふなもとよしひと

古枝良子 ふるえだりょうこ

古川道郎 ふるかわみちお

古川喜朗 ふるかわよしろう

古澤政則 ふるさわまさのり

古澤幸正 ふるさわゆきまさ

古田寛二郎 ふるたかんじろう

古田知英 ふるたともひで

古橋正邦 ふるはしまさくに

古橋美香 ふるはしみか

古屋宏 ふるやひろし

ふ
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帆足正規 ほあしまさのり

宝生彰彦 ほうしょうあきひこ

宝生和英 ほうしょうかずふさ

宝生閑 ほうしょうかん

宝生欣哉 ほうしょうきんや

宝生新 ほうしょうしん

宝生尚哉 ほうしょうともや

宝生尚哉 ほうしょうなおや

宝生英雄 ほうしょうふさお

宝生英照 ほうしょうふさてる

宝生弥一 ほうしょうやいち

北條洋子 ほうじょうようこ

星野路子 ほしのみちこ

星介 ほしひろすけ

穂高光晴 ほだかみつはる

本田勲 ほんだいさお

本田秀男 ほんだひでお

本田布由樹 ほんだふゆき

本田光洋 ほんだみつひろ

本田芳樹 ほんだよしき

本靖久 ほんどやすひさ

ほ
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前川加奈恵 まえかわかなえ

前川雪 まえかわすすぐ

前川光隆 まえかわみつたか

前川光長 まえかわみつなが

前川光範 まえかわみつのり

前川吉也 まえかわよしや

前田和子 まえだかずこ

前田晃一 まえだこういち

前田孝雄 まえだたかお

前田忠茂 まえだただしげ

前田親子 まえだちかこ

前田登 まえだのぼる

前田尚廣 まえだはるひろ

前田飛南子 まえだひなこ

政木哲司 まさきてつじ

舛岡武雄 ますおかたけお

増田健 ますだたけし

松井彬 まついあきら

松井俊介 まついしゅんすけ

松井笙子 まついしょうこ

松井美樹 まついみき

松浦祥子 まつうらしょうこ

松浦信一郎 まつうらしんいちろう

松浦信夫 まつうらのぶお

松木千俊 まつきちとし

松下孝輔 まつしたたかすけ

松田高義 まつだたかよし

松田弘之 まつだひろゆき

松田脩 まつだゆう

松田若子 まつだわかこ

馬緤富四夫 まつなぎとしお

松野洋樹 まつのひろき

松野浩行 まつのひろゆき

松野恭憲 まつのやすのり

松本謙三 まつもとけんぞう

松本忠宏 まつもとただひろ

松本尚之 まつもとなおゆき

松本博 まつもとひろし

松本義 まつもとよし

松本義昭 まつもとよしあき

松山絢美 まつやまあやみ

松山隆雄 まつやまたかお

松山隆之 まつやまたかゆき

松山長昭 まつやまながあき

松山幸親 まつやまゆきちか

丸野朝子 まるのあさこ

ま
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三浦智輝 みうらさとき

三浦信夫 みうらのぶお

味方健 みかたけん

味方玄 みかたしずか

味方團 みかたまどか

三川淳雄 みかわあつお

三川泉 みかわいずみ

御厨誠吾 みくりやせいご

見越英明 みこしひであき

見越文夫 みこしふみお

三島元太郎 みしまげんたろう

三島卓 みしまたく

三島太郎 みしまたろう

水上達 みずかみたつ

水上輝和 みずかみてるかず

水上優 みずかみゆたか

水上嘉 みずかみよし

水口純治 みずぐちじゅんじ

水田兼暉 みずたともき

水田雄晤 みずたゆうご

道下正裕 みちしたまさひろ

三宅右近 みやけうこん

三宅右矩 みやけすけのり

三宅近成 みやけちかなり

宮田宏之 みやたひろゆき

宮田嘉之 みやたよしゆき

宮本茂樹 みやもとしげき

宮本昇 みやもとのぼる

三吉徹子 みよしてつこ

み
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向井弘記 むかいひろき

麦谷暁夫 むぎやあきお

麦谷清一郎 むぎやせいいちろう

牟田素之 むたもとゆき

村井邦子 むらいくにこ

村岡聖美 むらおかきよみ

村瀨慧 むらせけい

村瀨純 むらせじゅん

村瀨提 むらせだい

村山弘 むらやまひろし

室石和夫 むろいしかずお

元正巳 もとよしまさみ

森澤勇司 もりさわゆうじ

森茂好 もりしげよし

森重朗 もりじゅうろう

森常太郎 もりじょうたろう

森貴史 もりたかし

森田彩子 もりたあやこ

森田勝 もりたかつたき

森田啓子 もりたけいこ

森田光次 もりたみつじ

森田保美 もりたやすよし

森常好 もりつねよし

森壽子 もりひさこ

森瑞枝 もりみずえ

森本哲郎 もりもとてつろう

守屋泰利 もりややすとし

守家由訓 もりやよしのり

守屋与四巳 もりやよしみ

森山泰幸 もりやまやすゆき

む

も
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八木原周平 やぎはらしゅうへい

矢郷由香子 やごうゆかこ

矢代隆夫 やしろたかお

安田登 やすだのぼる

安福建雄 やすふくたつお

安福春雄 やすふくはるお

安福光雄 やすふくみつお

柳原冨司忠 やなぎはらふじただ

矢野昌平 やのしょうへい

藪克徳 やぶかつのり

藪俊太朗 やぶしゅんたろう

藪俊彦 やぶとしひこ

山井惠登 やまいけいと

山井綱大 やまいこうた

山井綱雄 やまいつなお

山内晶生 やまうちしょう

山内貞一 やまうちさだいち

山内崇生 やまうちたかお

山岡晴美 やまおかはるみ

山口剛一郎 やまぐちごういちろう

山口耕道 やまぐちこうどう

山口尚志 やまぐちたかし

山口等悟 やまぐちとうご

山口敏弘 やまぐちとしひろ

山口直知 やまぐちなおとも

山崎英太郎 やまざきえいたろう

山﨑健 やまざきたけし

山﨑浩之 やまざきひろゆき

山﨑ふさ子 やまざきふさこ

山崎正道 やまざきまさみち

山﨑佑司 やまざきゆうじ

山下麻乃 やましたあさの

山階信弘 やましなのぶひろ

山階彌右衛門 やましなやえもん

山階弥次 やましなやじ

山田伊純 やまだいすみ

山田薫 やまだかおる

山田修司 やまだしゅうじ

山田純夫 やまだすみお

山田安造 やまだやすぞう

山田義高 やまだよしたか

山中晶 やまなかがしょう

山中一馬 やまなかかずま

山中つばめ やまなかつばめ

山中雅志 やまなかまさゆき

山中雷三 やまなからいぞう

山根あおい やまねあおい

山根泰子 やまねやすこ

山村啓雄 やまむらひろお

山村友子 やまむらゆうこ

山村庸子 やまむらようこ

や
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山本章弘 やまもとあきひろ

山本貢伸 やまもとこうしん

山本孝 やまもとたかし

山本哲也 やまもとてつや

山本寿弥 やまもととしや

山本順之 やまもとのぶゆき

山本博通 やまもとひろみち

山本正人 やまもとまさと

山本正保 やまもとまさやす

山本基之 やまもともとゆき
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湯本哲明 ゆもとてつあき

横井次郎 よこいじろう

横山紳一 よこやましんいち

横山晴明 よこやまはるあき

横山幸彦 よこやまゆきひこ

井紹智 よしいあきのり

井順一 よしいじゅんいち

井晟朝 よしいまさのり

井基晴 よしいもとはる

吉川秀樹 よしかわひでき

吉川恵宥 よしかわよしひろ

吉沢旭 よしざわあきら

吉澤晃一 よしざわこういち

田篤史 よしだあつし

田潔司 よしだきよし

吉田信海 よしだしんかい

吉谷潔 よしたにきよし

吉田祐一 よしだゆういち

吉留敬高 よしとめひろたか

吉浪壽晃 よしなみとしあき

吉野晴夫 よしのはるお

依田明子 よだあきこ

四ツ井つや子 よついつやこ

米島和秋 よねしまかずあき

伶以野陽子 れいやーようこ

若松健史 わかまつたけし

和久荘太郎 わくそうたろう

和久凜太郎 わくりんたろう

分林道治 わけばやしみちはる

鷲川潤 わしかわひろし

鷲野健 わしのけん

和田次夫 わだつぎお

渡辺珪助 わたなべけいすけ

渡部諭 わたなべさとし

渡邊三郎 わたなべさぶろう

渡邊茂人 わたなべしげと

渡邊荀之助 わたなべじゅんのすけ

渡辺慎一 わたなべしんいち

渡邊真之助 わたなべしんのすけ

渡辺康喜 わたなべやすき

渡邉洋子 わたなべようこ

渡邊容之助 わたなべようのすけ

渡貫多聞 わたぬきたもん

れ

ゆ

よ

わ

39


