
令和3年・４年　代議員選挙区（定数）一覧表
【会選挙区】 NO　1

選挙区名 会　　名 代議員定数 選挙区名 会　　名 代議員定数

鷺伸吟詠会 鷺伸吟詠会 7 邦翠会 邦翠会 2

華洲会 華洲会 5 錦堂会 錦堂会 2

翠川会 翠川会 5 鷺声吟詠会 鷺声吟詠会 2

哲菖会 哲菖会 5 旭彩会 旭彩会 2

正洲会 正洲会 4 寿会 寿会 2

攝友会 攝友会 4 清峰会 清峰会 2

寛村会 寛村会 4 隆山会 隆山会 2

哲皚会 哲皚会 4 哲壮会 哲壮会 2

鷺迪吟詠会 鷺迪吟詠会 4 佐賀豊明会 佐賀豊明会 2

岳豊会 岳豊会 4 景昶会 景昶会 2

鷺照吟詠会 鷺照吟詠会 4 哲成会 哲成会 1

広島鷺夕会 広島鷺夕会 4 鳳嶽吟研普及会 鳳嶽吟研普及会 1

哲滄会 哲滄会 4 哲桜会 哲桜会 1

浜松鷺長会 浜松鷺長会 3 江龍会 江龍会 1

快川吟詠会 快川吟詠会 3 成秋会 成秋会 1

高知容鳳会 高知容鳳会 3 志舟会 志舟会 1

東京芦孝会 東京芦孝会 2 哲川会 哲川会 1

耀芳会 耀芳会 2 湖洲会 湖洲会 1

哲柳会 哲柳会 2 青誠会 青誠会 1

鳳仙会 鳳仙会 2 晴友吟詠会 晴友吟詠会 1

朋映吟詠会 朋映吟詠会 2 天理吟詠会 天理吟詠会 1

翠岳新風会 翠岳新風会 2 淞苑会 淞苑会 1

鷺恵会 鷺恵会 2 和歌山慧詠会 和歌山慧詠会 1

春洲会 春洲会 2 華博会 華博会 1

永山会 永山会 2 会選挙区合計 49　会 119

【地区連合会選挙区】

選挙区名 会　　名 代議員定数 選挙区名 会　　名 代議員定数

千種吟詠会 芳岳会

東海地区 黎明吟詠会 1 大阪東地区 大平寺吟詩会 （5）

葵会 凰吟会

皐月会 快城吟詩会

鴻陽会 峰英会

楽吟会 鷺播会

翠岳吟詠会 和紅会

柳雪会 青嵐会

大阪東地区 鳳山会 5 大阪西地区 大開東友会 6

鳳司会 船場吟詠会

寿 高見吟詠会

翠吟会 鷺粋吟詠会

蘭山会 鷺郷吟詩会

攝蓉会 淑峰会

誠吟会 信会

豊明会



令和3年・４年　代議員選挙区（定数）一覧表
【地区連合会選挙区】 NO　2

選挙区名 会　　名 代議員定数 選挙区名 会　　名 代議員定数

圀元会 扇洲会

秀鳳吟詩会 正吟会

鷺舟会 兵庫地区 青風会 3

渓川会 長洲会

寿岳会 昴吟友会

青香吟詠会 和歌山地区 華城会 1

恪龍会 岡山地区 岡山鷺照会 1

関西大学 島根浜鷺吟詠会

吟之庵会 広島鷺栖会

大阪南地区 扇鳳会 7 広島鷺諷会

吟裕会 広島鷺津会

五泉吟詠会 西中国地区 広島鷺曙会 6

哲浩会 尾道慶風会

哲真会 広島鷺峡会

初芝吟詠会 広島夕朋会

松原吟友会 広島鷺雲会

和吟会 広島鷺厳会

大鉄工業吟詠会 広島博貞会

松風会 藤波吟詠会

令和吟詠会 穂山会

旭親会 八女吟詠会

旭峰吟詠会 緑扇会

松雲会 哲扇会

茨木清流会 九州地区 容聖会 5

吼月会 広陵会

大阪北地区 浄北塾会 5 春風会

春鷺声栄会 玉洗会

澄峰会 調陽会

澄声会 鶴梅会

嶺鵬会 八代扇紅会

攝陽吟詠会 明穂会

滋賀吟詠嘉峰会 土佐中村吟友会

翔吟会 四国地区 四万十中村会 1

築福鷺播日ノ華会 三ツ穂游子会

京滋福井地区 滋賀恵声会 4 土佐嶺悠会

京都中心会 地区連合会合計 110　会 46

琵山会

光岳会

愛扇吟詠会

啓迪白鳳吟詩会    119名

奈良地区 双仟吟詠会 1     46名

高倉吟詩会   165名

守目堂吟詠会

やまと吟詩会

代　議　員　数　

会　選　挙　区

地区連合会選挙区

合　　計


