
フリガナ ペンネーム 本名

1 1 1

40゜ 40゜ 40゜

A・H A・H A・H

ABC ABC ABC

B B B

C・R C・R 柴野�拓美

E・F・ラツセル E・F・ラツセル E・F・ラツセル

F・I F・I F・I

G・P・フィールド G・P・フィールド G・P・フィールド

H H 林�芳隆

H・G・ウエルズ H・G・ウエルズ H・G・ウエルズ

H・M H・M H・M

Hi・Fi Hi・Fi 高斎�正

IMM IMM IMM

IMS IMS IMS

K K K

M M 牧村�光夫

M・H M・H M・H

M・M M・M M・M

MIK MIK MIK

MISOY MISOY MISOY

MISS MISS MISS

O O O

OM OM OM

R・J・P・ヒユイスン R・J・P・ヒユイスン R・J・P・ヒユイスン

S S¹ S¹

S S² 渡辺�嘉彦

S・M S・M S・M

SFコレクター・クラブ SFコレクター・クラブ SFコレクター・クラブ

SFニツカレタオトコ SFにツかれた男 SFにツかれた男

SFヲアイスルオトコ SFを愛する男 SFを愛する男

SHAMBLEAU SHAMBLEAU 野田�宏一郎

Shot�Quake Shot�Quake Shot�Quake

T・I T・I T・I

TISS TISS TISS

TMAI TMAI TMAI

TSYSOM TSYSOM TSYSOM

Wセイ W生 桜井�一幸

X X X

Xシヤクジュツ X氏訳述 X氏訳述

宇宙気流�執筆者リスト



フリガナ ペンネーム 本名

Xセイ X生 X生

Y Y Y

アイザツク・アシモフ アイザツク・アシモフ アイザツク・アジモフ

アイザツク・アジモフ アイザツク・アジモフ アイザツク・アジモフ

アオヤマ�タカシ 青山�隆 青山�隆

アキヅキ�ゲン 秋月�絃 石原�藤夫

アキヤマ�ツトム 秋山�勤 秋山�勤

アキヤマ�ミノル 秋山�実 秋山�実

アサクラ�ヒサシ 浅倉�久志 浅倉�久志

アサミ�シュンイチ 浅見�俊一 伊藤�典夫

アサミ�ジロウ 浅見�二郎 浅見�二郎

アベ�コウヘイ 阿倍�幸平 牧村�光夫

アラマキ�クニオ 荒巻�邦夫 荒巻�邦夫

アラマキ�サケオ 荒巻�鮭夫 松崎�真治

アリガ�ヒデユキ 有賀�英之 有賀�英之

アワ�サトシ 阿波�賢 阿波�賢

アワヅ�コウイチ 粟津�興一 粟津�興一

イイ�シチゴ 井伊�七吾 井伊�七吾

イイダ�ヤスオ 飯田�恭生 飯田�恭生

イガラシ�ケイコ 五十嵐�恵子 五十嵐�恵子

イクタ�テル 生田�輝 織田�邦雄

イグチ 井口 井口

イケダ�ビン 池田�敏 池田�敏

イシカワ�ヨシノブ 石川�良宣 石川�良宣

イシヅ�アラシ 石津�嵐 石津�嵐

イシヅカ�ショウジ 石塚�章治 石塚�章治

イシハラ�フジオ 石原�藤夫 石原�藤夫

イズミ�ケンイチ 泉�憲一 泉�憲一

イズミ�ジュン 和泉�淳 和泉�淳

イズミ�トン 和泉�弴 和泉�弴

イタミ�ジュウロウ 伊丹�重郎 伊丹�重郎

イチカワ�フジオ 市川�富士夫 市川�富士夫

イチジョウ�ナニガシ 一条�某 一条�某

イチノ�サチコ 市野�幸子 市野�幸子

イチノヒカイジョウレン 一の日会常連 一の日会常連

イトウ�ノリオ 伊藤�典夫 伊藤�典夫

イトウ�ノリオ 伊藤�糊夫 伊藤�糊夫

イノウエ�マサミチ 井上�正道 井上�正道

イノマタ�ヒロカズ 猪俣�博和 猪俣�博和

イマイ�ヤスシ 今井�寧 瀬山�士郎

イマオカ�キヨシ 今岡�清 今岡�清

イワサキ�ジュンシ 岩崎�純史 岩崎�純史



フリガナ ペンネーム 本名

イワブチ�トオル 岩淵�通 岩淵�通

インサツタチアイニンマッセキ 印刷立会人末席 印刷立会人末席

インサツニンソノサン 印刷人その三 印刷人その三

ウイリアム・マルヴイヒル ウイリアム・マルヴイヒル ウイリアム・マルヴイヒル

ウチダ�アキラ 内田�彰 内田�彰

ウチュウギョライS・17 宇宙魚雷S・17 宇宙魚雷S・17

ウチュウキリュウドウジン 宇宙気流同人 宇宙気流同人

ウハラ�ショウコ 右原�彰子 右原�彰子

ウラコウジ�キヨマロ 裏小路�清磨 裏小路�清磨

ウラド�ケンイチ 浦土�賢一 浦土�賢一

ウリ�ケンタ 瓜�健太 黒野�正和

エムラ�カツシロウ 江村�克四郎 江村�克四郎

エルネスト・ガスタルデイ エルネスト・ガスタルデイ エルネスト・ガスタルデイ

エンドウ�ヒロヤ 遠藤�大也 遠藤�大也

オ オ 岡田�英夫

オオシマ�ジョウジ 大島�城次 大島�城次

オオタワラ�ハルオ 大田原�治男 大田原�治男

オオツカ�エイゾウ 大塚�栄三 大塚�栄三

オオトモ�ショウジ 大伴�昌司 大伴�昌司

オオノ�テルユキ 大野�輝之 大野�輝之

オオマエ�ツネオ 大前�常男 大前�常男

オオミヤ�ノブミツ 大宮�信光 大宮�信光

オカダ�エイ 岡田�英 岡田�英

オカダ�ヒデアキ 岡田�英明 鏡�明

オカダ�ヒデキ 岡田�秀樹 岡田�秀樹

オカダ�フ 岡田�芙 岡田�英夫

オサナイ�ゴロウ 長内�吾朗 長内�吾朗

オダ�クニオ 織田�邦雄 織田�邦雄

オタ�テル 男太�輝 織田�邦雄

オヅマ�セイイチ 緒妻�星一 豊田�有恒

カーミラ・ビビラ カーミラ・ビビラ カーミラ・ビビラ

カガミ�アキラ 加賀美�旭 鏡�明

カガミ�アキラ 加賀美�明 鏡�明

カガミ�アキラ 鏡�明 鏡�明

カキモト�ヨシユキ 柿本�義行 柿本�義行

カザカミ�リョウスケ 風上�良介 黒野�正和

カトウ�ヨシユキ 加藤�義行 加藤�義行

カドクラ�ジュンイチ 門倉�純一 門倉�純一

カネコ�カズヒサ 金子�一寿 金子�一寿

カネコ�ヤスフサ 金子�泰房 金子�泰房

カメワダ�タケシ 亀和田�武 亀和田�武

カレン・アンダースン カレン・アンダースン カレン・アンダースン



フリガナ ペンネーム 本名

カワサキ�アヤコ 川崎�綾子 川崎�綾子

カワベ�マサミツ 川部�政光 川部�政光

カワマタ�チアキ 川又�千秋 川又�千秋

カワラズ�ユキタロウ 河原洲�雪太郎 菅原�謙

カワラバタケ�ヤスシ 河原畑�寧 河原畑�寧

キエンギ�コロン キエンギ�コロン 林�芳隆

キダ�キミカズ 木田�君一 益田�昭彦

キダ�ジュンイチロウ 紀田�順一郎 紀田�順一郎

キタジュウジ�アキラ 北十字�アキラ 早川�章

キムラ�イッペイ 木村�一平 木村�一平

キョウフブンガクセミナー 恐怖文学セミナー 恐怖文学セミナー

ギョー ギョー 森田�暁

クヌギザワ�ミヤ 櫟沢�美也 筒井�康隆

クマキ�リツ 熊木�立 熊木�立

クロダ�トシアキ 黒田�敏秋 川又�千秋

クロノ�マサカズ 黒野�正和 黒野�正和

ゲイハン・ウィルスン ゲイハン・ウィルスン ゲイハン・ウイルソン

ゲイハン・ウイルソン ゲイハン・ウイルソン ゲイハン・ウイルソン

コイズミ�ヒロヒコ 小泉�博彦 小泉�博彦

コイデ�ヨウコ 小出�葉子 小出�葉子

コウサイ�タダシ 高斎�正 高斎�正

コウサイ�タダシ 高斉�正 高斎�正

コジマ�エイイチ 小島�栄一 小島�栄一

コスミ�レイ 小隅�黎 柴野�拓美

コタニ�ヨシユキ 小谷�善行 小谷�善行

コバヤシ�マサトシ 小林�正利 小林�正利

コミヤ�アキ 小宮�亜紀 安岡�由紀子

コモリ�チョウセイ 小森�長生 小森�長生

サエキ�テイジ 佐伯�貞二 佐伯�貞二

サカキバラ�マコト 榊原�真琴 赤松�幸男

サクライ�カズユキ 桜井�一幸 桜井�一幸

ササキ�ヒロシ 佐々木�宏 佐々木�宏

サトウ�ノボル 佐藤�昇 佐藤�昇

サトウ�マサアキ 佐藤�正明 佐藤�正明

サンダ�コウジ 三田�皓司 三田�皓司

シオドア・コグスウエル シオドア・コグスウエル シオドア・コグスウエル

シバタ�カズオ 柴田�和夫 牧村�光夫

シバノ�タクミ 柴野�拓美 柴野�拓美

シマ�シロウ シマ�シロウ 志摩�四朗

シマ�シロウ 志摩�四朗 志摩�四朗

シマ�リョウキュウ 島�良九 島�良九

シミズ�ミチコ 清水�路子 清水�路子



フリガナ ペンネーム 本名

ジヤイアント・ヨコタ ジヤイアント・横田 横田�順彌

ジヤク・ヴアン・エルプ ジヤク・ヴアン・エルプ ジヤク・ヴアン・エルプ

シヤンブロウ・プレス シヤンブロウ・プレス シヤンブロウ・プレス

ジョン・ブラナー ジョン・ブラナー ジョン・ブラナー

シンカイ�ジョウノスケ 新海�錠之介 新海�錠之介

スガワラ�ケン 菅原�謙 菅原�謙

スズキ�タロウ 鈴木�太郎 横田�順彌

セキネ�ヒデトシ 関根�英俊 関根�英俊

セタニ�チ 瀬谷�智 瀬谷�智

セタニ�ヒトシ 瀬谷�仁 渡辺�嘉彦

セノオ�メグム 瀬尾�芽 瀬尾�芽

タカ�タダシ 高�忠 高斎�正

タカナリタ�ケイイチ 高成田�敬一 高成田�敬一

タグチ�ミチコ 田口�美智子 田口�美智子

タジ�アキラ 田路�昭 田路�昭

タジマ�ケンイチ 田島�研一 田島�研一

タシロ�シンイチロウ 田代�進一郎 田代�進一郎

タテツ�サダヒト 立津�定人 立津�定人

タナカ�ヒデオ 田中�日出夫 田中�日出夫

タミゾ�リュウ 多溝�流 多溝�流

ツタボロ�ジンゴロウ 蔦幌�甚五郎 蔦幌�甚五郎

ツチヤ�ヒデオ 土屋�秀夫 土屋�秀夫

ツツイ�ヤスタカ 筒井�康隆 筒井�康隆

デーモン・ナイト デーモン・ナイト デーモン・ナイト

テンジンカイ 天人会 天人会

トウキョウゾッキホンレンメイSFブン

カカイ
東京ゾッキ本連盟SF分科会 東京ゾッキ本連盟SF分科会

トキトウ�テイ 時任�定 時任�定

トクダ�シンジ 徳田�伸二 徳田�伸二

トクメイキボウ 匿名希望 匿名希望

トダ�ヤスジ 戸田�泰次 戸田�泰次

ドミニク・クルトワ ドミニク・クルトワ ドミニク・クルトワ

トヨダ�アリツネ 豊田�有恒 豊田�有恒

ナイトウ�オサム 内藤�修 石原�藤夫

ナカガワ�タダシ 中川�格 中川�格

ナカガワ�タツオ 中川�龍夫 中島�幹夫

ナガタニ�クニオ 長谷�邦夫 長谷�邦夫

ナカヤマ�ユミコ 中山�弓子 中山�弓子

ナルミ�ゴロウ 鳴海�五郎 牧村�光夫

ナンバラ�ヒロミ 南原�ひろみ 早川�章

ナンブ�フウ 南部�ふう 朝香�富久子

ニシオカ�ケンジ 西岡�健自 西岡�健自



フリガナ ペンネーム 本名

ニタドリ�タイヘイ 似鳥�泰平 似鳥�泰平

ネギ�ヒサコ 根木�斐沙子 根木�斐沙子

ノダ�コウイチロウ 野田�宏一郎 野田�宏一郎

ノノヤマ�イチロウ 野々山�一郎 黒野�正和

ノムラ�カズオ 野村�和夫 牧村�光夫

ノリ�マキ 糊�真木 糊�真木

バートラム・チヤンドラー バートラム・チヤンドラー バートラム・チヤンドラー

ハチノヘ�カオル 八戸�薫 大前�常男

ハナムラ�タメゴロウ 花村�為吾郎 花村�為吾郎

ハナワ�ヨウイチ 花輪�洋一 花輪�洋一

ババ�ヒデヤ 馬場�英也 岡田�英夫

ハヤカワ�アキノブ 早川�昭宣 早川�章

ハヤカワ�アキラ 早川�アキラ 早川�章

ハヤカワ�アキラ 早川�章 早川�章

ハヤカワ�テツオ 早川�哲夫 早川�哲夫

ハヤシ�ケイイチロウ 林�敬一郎 林�敬一郎

ハヤシ�ヨシタカ 林�芳隆 林�芳隆

ハヤシ�レツゾウ 林�烈三 三井�正弘

ハヤシイシ�タカシ 林石�隆 林�芳隆

パル・ハヤシイシ�タカシ�M．D． ぱる・林石�隆�M．D． 林�芳隆

ビエン�フウ 美苑�ふう 朝香�富久子

ヒグチ�ジュン 樋口�純 樋口�純

ヒダリ 左 佐々木�宏

ヒライ�カズマサ 平井�和正 平井�和正

ヒライ�コウスケ 平井�康介 平井�康介

ヒロ ヒロ 小泉�博彦

ヒロセ�タダシ 広瀬�正 広瀬�正

フ 芙 岡田�英夫

フィリツプ・K・モイスチャー フィリツプ・K・モイスチャー フィリツプ・K・モイスチャー

フエキ�アケミ 笛木�明美 笛木�明美

フクシマ�マサミ 福島�正実 福島�正実

フジサキ�ミサ 藤崎�美佐 佐藤�正明

フジタ�ヒサオ 藤田�久生 藤田�久生

フジタ�マサヨシ 藤田�正義 藤田�正義

フシミ�カズアキ 伏見�和晃 伏見�和晃

フジミ�リュウゾウ 藤見�龍三 横田�順彌

フナコシ�タツオ 舟越�辰緒 舟越�辰緒

（フメイ） （不明） （不明）

ブライアン・W・オールデイス ブライアン・W・オールデイス ブライアン・W・オールデイス

プラス�X プラス�X プラス�X

フルエドツクリ・ブラリン フルエドツクリ・ブラリン 高斎�正

フレデリツク・W・カンター フレデリツク・W・カンター フレデリツク・W・カンター



フリガナ ペンネーム 本名

フレドリック・ブラウン フレドリック・ブラウン フレドリック・ブラウン

ヘルベルト・W・フランケ ヘルベルト・W・フランケ ヘルベルト・W・フランケ

ヘンシュウニン 編集人 林�芳隆

ヘンシュウブ 編集部 編集部

（ヘンシュウブ） （編集部） （編集部）

ヘンリー・スレサー ヘンリー・スレサー ヘンリー・スレサー

ボブ・オツタム・ジユニア ボブ・オツタム・ジユニア ボブ・オツタム・ジユニア

ホリ�アキラ 堀�晃 堀�晃

マキムラ�ミツオ 牧村�光夫 牧村�光夫

マクベ�ロクロウ 間久部�六郎 間久部�六郎

マサキ�カツ 正木�勝 正木�勝

マツザキ�シンジ 松崎�真治 松崎�真治

マツザキ�テンタボウ 松崎�天多坊 松崎�真治

マツシタ�ユタカ 松下�ゆたか 松下�ゆたか

マツダ�ヨシカツ 松田�芳勝 松田�芳勝

マツタニ�ケンジ 松谷�健二 松谷�健二

マツタニ�ユウイチ 松谷�裕一 松谷�裕一

マツノヤ�シンボウ 松乃家�真坊 松崎�真治

マツバ�タカオ 松葉�孝雄 松葉�孝雄

マツバラ�クミ 松原�玖美 松原�玖美

マツミヤ�シズオ 松宮�静男 松宮�静男

マツモト�カオル 松本�薫 市野�幸子�＋�小出�葉子

マツモト�ケイ 松本�桂 宮倉�康三

マツモト�ススム 松本�進 松本�進

マンナリ�キヨシ 萬成�清 萬成�清

マンリイ・ウエイド・ウエルマン マンリイ・ウエイド・ウエルマン マンリイ・ウエイド・ウエルマン

ミツイ�マサヒロ 三井�正弘 三井�正弘

ミナミ�ショウイチロウ 南�章一郎 粟津�興一

ミナミ�ユウスケトビビラ・グループ 南�裕介とビビラ・グループ 南�裕介とビビラ・グループ

ミネムラ�テルヨシ 峰村�輝慶 峰村�輝慶

ミムラ�マキコ 三村�槇子 牧村�光夫

ミヤクラ�コウゾウ 宮倉�康三 宮倉�康三

ミヤケ�タカシ 三宅�喬 亀和田�武

ミヤサカ�トシアキ 宮坂�敏章 宮坂�敏章

ミヤザワ�ヒサシ 宮沢�久 宮沢�久

ミヤハラ�コウゾウ 宮原�康三 宮倉�康三

ムラコシ�マサハル 村越�正晴 村越�正晴

モギ�ユタカ 茂木�豊 茂木�豊

モチヅキ�カオル 望月�薫 桜井�一幸

モリ�タケホ 守�猛甫 守�猛甫

モリ�トシオ 森�利夫 森�利夫

モリ�ユウ 森�優 森�優



フリガナ ペンネーム 本名

モリナカ�イズミ 森中�いずみ 松宮�静男

ヤケノ�ヤハチ 焼野�矢八 牧村�光夫

ヤスオカ�ユキコ 安岡�由紀子 安岡�由紀子

ヤスコウチ�ヒロシ 安河内�弘 安河内�弘

ヤスダ�シゲオ 安田�重夫 安田�重夫

ヤスラ�キミアキ 保良�公晃 保良�公晃

ヤダ�ナア 矢田�那亜 山口�昭

ヤマグチ�アキラ 山口�昭 山口�昭

ヤマグチ�トオル 山口�徹 山口�徹

ヤマザキ�エツコ 山崎�悦子 山崎�悦子

ヤマダ�カズマサ 山田�一正 山田�一正

ヤマダ�ヨウコ 山田�容子 安岡�由紀子

ヤマノ�オサム 山野�修 山野�修

ヤマモト�キクオ 山本�菊男 山本�菊男

ヤマモト�コウジ 山本�浩二 山本�浩二

ユウキ�ハルオ 結城�春雄 結城�春雄

ユキタロウ 雪太郎 雪太郎

ユダ�ヨシヒサ 湯田�芳久 湯田�芳久

ヨコタ�ジュンヤ 横田�順弥 横田�順彌

ヨコタ�ジュンヤ 横田�順彌 横田�順彌

ヨコタ�ジュンヤ よこた�じゅんや 横田�順彌

ヨコタヤショテンシュジン 横田屋書店主人 横田�順彌

ヨシミツ�デン 吉光�伝 吉光�伝

ラ ら ら

リチヤード・マテイスン リチヤード・マテイスン リチヤード・マテイスン

レオ・マーギユリーズ レオ・マーギユリーズ レオ・マーギユリーズ

ロード・ダンセイニ ロード・ダンセイニ ロード・ダンセイニ

ローレンス・M・ジヤニフアー ローレンス・M・ジヤニフアー ローレンス・M・ジヤニフアー

ロバート・L・フィツシュ ロバート・L・フィツシュ ロバート・L・フィツシュ

ロバート・シエクリイ ロバート・シエクリイ ロバート・シエクリイ

ワタナベ�シン 渡辺�晋 渡辺�晋

ワタナベ�ヒロシ 渡辺�博 渡辺�博

ワタビキ�ヒロシ 綿引�宏 綿引�弘


