
あかいなん 阿会喃 人名
あんめい 晏明 人名
いこう 韋康 人名
いしょう 韋昭 人名
いせき 伊籍 人名
いりょう 夷陵 地名
いんかん 殷観 人名
いんしょ 殷署 人名
いんほう 尹奉 人名
いんもく尹黙 人名
うきつ 于吉 人名
うきん 于禁 人名
うせん 于詮 人名
えいかん 衛カン 人名
えいかん 衛瓘 人名
えきしゅう 益州 地名
えんき 袁煕 人名
えんこう 閻行 人名
えんしゅう エン州 地名
えんしゅう 兗州 地名
えんしょう 袁紹 人名
えんしょう 袁尚 人名
えんしょう 閻象 人名
えんじゅつ 袁術 人名
えんたん 袁譚 人名
えんほ 閻圃 人名
おうい 王異 人名
おういん 王允 人名
おうき 王基 人名
おうげんき 王元姫 人名
おうこう王肱 人名
おうこう王伉 人名
おうこん 王渾 人名
おうさん 王粲 人名
おうしふく 王子服 人名
おうしゅん 王濬 人名
おうそう王双 人名
おうとう 応トウ 人名
おうとう 応瑒 人名
おうとう 王桃 人名
おうびじん 王美人 人名
おうへい 王平 人名
おうほ 王甫 人名
おうりょう 王凌 人名
おうるい 王累 人名
おうれつ 王烈 人名
おうろう王朗 人名
おふら 於夫羅 人名
おんかい 温恢 人名
かあん 何晏 人名
かいえつ カイ越 人名
かいえつ 蒯越 人名
かいりょう カイ良 人名
かいりょう 蒯良 人名
かか 賈華 人名
かき 賈逵 人名
かきん 華キン 人名
かきん 華歆 人名
かぎ 何儀 人名
かく  賈ク 人名
かく 賈詡 人名
かくえき 郭奕 人名
かくえん 郭援 人名
かくか 郭嘉 人名
かくこうごう 郭皇后 人名
かくし 郭汜 人名
かくしゅん 霍峻 人名
かくしょう カク昭 人名
かくしょう 郝昭 人名
かくと 郭図 人名
かくゆうし 郭攸之 人名
かくよく 霍弋 人名
かくわい 郭淮 人名
かこうい 夏侯威 人名
かこうえい 夏侯栄 人名
かこうえん 夏侯淵 人名
かこうおん 夏侯恩 人名
かこうか 夏侯和 人名
かこうけい 夏侯恵 人名
かこうけつ 夏侯傑 人名



かこうげっき 夏侯月姫 人名
かこうげん 夏侯玄 人名
かこうごう 何皇后 人名
かこうしょう 夏侯尚 人名
かこうとく 夏侯徳 人名
かこうとん 夏侯惇 人名
かこうは 夏侯覇 人名
かこうぼう 夏侯楙 人名
かしん 何進 人名
かじゅう 賈充 人名
かたいごう 何太后 人名
かだ 華佗 人名
かなんぷう 賈南風 人名
かまん 花マン 人名
かまん 花鬘 人名
かゆう 華雄 人名
かんう 関羽 人名
かんかい 桓階 人名
かんがい 管亥 人名
かんきゅうけん 毋丘倹 人名
かんきょし 韓キョ子 人名
かんきょし 韓莒子 人名
かんぎんぺい 関銀屏 人名
かんげん 韓玄 人名
かんこう 関興 人名
かんこう 韓浩 人名
かんさく 関索 人名
かんじゅん 韓荀 人名
かんすい 韓遂 人名
かんたく カン沢 人名
かんたく 闞沢 人名
かんちゅう 漢中 地名
かんと 官渡 地名
かんとう 韓当 人名
かんねい 甘寧 人名
かんふじん 甘皇后 人名
かんぺい 関平 人名
かんよう 簡雍 人名
かんろ 管輅 人名
がいてい 街亭 地名
がかしょうか 俄何焼戈 人名
がくかん 顎煥 人名
がくしゅう 楽就 人名
がくしん 楽進 人名
がくちん 楽チン 人名
がくちん 楽綝 人名
がせい 賀斉 人名
がっぴ 合肥 地名
がんりょう 顔良 人名
きくぎ 麹義 人名
きざん 祁山 地名
きしゅう 冀州 地名
きつばく 吉バク 人名
きつばく 吉邈 人名
きつへい 吉平 人名
きつぼく 吉穆 人名
きょうい姜維 人名
きょうげん 橋玄 人名
きょうし 鞏志 人名
きょうじょ 姜叙 人名
きょうずい 橋ズイ 人名
きょうずい 橋蕤 人名
きょうたん 強端 人名
きょうと キョウ都 人名
きょうと 龔都 人名
きょうぼう 橋瑁 人名
きょぎ 許儀 人名
きょしょう 許昌 地名
きょしょう 許劭 人名
きょせい 許靖 人名
きょちょ 許チョ 人名
きょちょ 許褚 人名
きょゆう許攸 人名
きれい 紀霊 人名
きんかんさんけつ 金環三結 人名
きんせん 金旋 人名
ぎえん 魏延 人名
ぎしさい 戯志才 人名
ぎぞく 魏続 人名
ぎふう 魏諷 人名



ぎゅうきん 牛金 人名
ぎゅうほ 牛輔 人名
ぎょう 鄴 地名
ぎょくじ 玉璽 名詞
ぐほん 虞翻 人名
けいあいこうごう 敬哀皇后 人名
けいしゅう 荊州 地名
けいどうえい ケイ道栄 人名
けいどうえい 邢道栄 人名
けんぎょう 建業 地名
けんせき 蹇碩 人名
けんてい 献帝 人名
げきせい 郤正 人名
げつえい 月英 人名
げんがん 厳顔 人名
げんし 厳氏 人名
げんしゅん 厳畯 人名
げんとく玄徳 人名
こうおん 侯音 人名
こうかん 高幹 人名
こうがい 黄蓋 人名
こうきん 黄巾 名詞
こうけん 黄権 人名
こうげつえい 黄月英 人名
こうこう 黄皓 人名
こうし 交趾 地名
こうしゅう 交州 地名
こうしょう 高翔 人名
こうしょうげん 黄承彦 人名
こうじゅん 高順 人名
こうせい 侯成 人名
こうせん 侯選 人名
こうそ 黄祖 人名
こうそんえつ 公孫越 人名
こうそんえん 公孫淵 人名
こうそんこう 公孫康 人名
こうそんさん 公孫サン 人名
こうそんさん 公孫瓚 人名
こうそんしょく 公孫続 人名
こうちゅう 黄忠 人名
こうちゅう 孔チュウ 人名
こうちゅう 孔伷 人名
こうはい 高沛 人名
こうほすう 皇甫嵩 人名
こうほれき 皇甫レキ 人名
こうほれき 皇甫酈 人名
こうゆう孔融 人名
こうらん高覧 人名
こうりょう 江陵 地名
こくり 谷利 人名
こしゃじ胡車児 人名
こしん 胡軫 人名
こはん 胡班 人名
こよう 顧雍 人名
これつ 胡烈 人名
ころうかん 虎牢関 地名
ごい 呉懿 人名
ごけい 呉景 人名
ごげん 吾彦 人名
ごこ 五虎 名詞
ごこくたい 呉国太 人名
ごさん 吾粲 人名
ごしつ 呉質 人名
ごしらん 呉子蘭 人名
ごじょうげん 五丈原 地名
ごつとつこつ 兀突骨 人名
ごはん 呉班 人名
ごふ 伍孚 人名
ごふじん 呉夫人 人名
ごらん 呉蘭 人名
さいえん 崔エン 人名
さいえん 崔琰 人名
さいえん 蔡エン 人名
さいえん 蔡琰 人名
さいふじん 蔡夫人 人名
さいぶんき 蔡文姫 人名
さいぼう 蔡瑁 人名
さいよう蔡ヨウ 人名
さいよう蔡邕 人名
さじ 左慈 人名



さんごく三國 名詞
さんごくし 三國志 名詞
しかん 史渙 人名
ししゅう 司州 地名
しじん 士仁 人名
しすいかん 汜水関 地名
しそんずい 士孫瑞 人名
しばい 司馬懿 人名
しばえん 司馬炎 人名
しばき 司馬徽 人名
しばし 司馬師 人名
しばしょう 司馬昭 人名
しばふ 司馬孚 人名
しばぼう 司馬望 人名
しばろう 司馬朗 人名
しゃせい 謝旌 人名
しゃちゅう 車冑 人名
しゃまか 沙摩柯 人名
しゅい 朱異 人名
しゅうき 周姫 人名
しゅうし 周旨 人名
しゅうそう 周倉 人名
しゅうたい 周泰 人名
しゅうほう 周魴 人名
しゅうゆ周瑜 人名
しゅかん 朱桓 人名
しゅがい 朱蓋 人名
しゅきょ朱拠 人名
しゅくゆう 祝融 人名
しゅしゃく 朱鑠 人名
しゅしゅん 朱儁 人名
しゅせき 朱績 人名
しゅぜん 朱然 人名
しゅち 朱治 人名
しゅれい 朱霊 人名
しょうえん 蒋エン 人名
しょうえん 蒋琬 人名
しょうかい 鍾会 人名
しょうかん 蒋幹 人名
しょうきょう 小喬 人名
しょうきん 蒋欽 人名
しょうぎきょ 蒋義渠 人名
しょうこ 小虎 人名
しょうしゅう ショウ周 人名
しょうしゅう 譙周 人名
しょうせい 蒋済 人名
しょうちょう 向寵 人名
しょうてい 少帝 人名
しょうよう 鐘ヨウ 人名
しょうよう 鍾繇 人名
しょうりぼく 鍾離牧 人名
しょうろう 向朗 人名
しょかつかく 諸葛恪 人名
しょかつきょう 諸葛喬 人名
しょかつきん 諸葛瑾 人名
しょかつきん 諸葛均 人名
しょかつしょう 諸葛尚 人名
しょかつせん 諸葛瞻 人名
しょかつたん 諸葛誕 人名
しょかつりょう 諸葛亮 人名
しれい 司隸 地名
しんえい 沈瑩 人名
しんき 甄姫 人名
しんけんえい 辛憲英 人名
しんこうごう 甄皇后 人名
しんこん 岑昏 人名
しんし 甄氏 人名
しんぱい 審配 人名
しんぴ  辛ピ 人名
しんぴ 辛毗 人名
しんぴょう 辛評 人名
しんふく 秦フク 人名
しんふく 秦宓 人名
しんらく 甄洛 人名
じゅうじょうじ 十常侍 名詞
じゅんいく 荀彧 人名
じゅんうけい 淳于瓊 人名
じゅんうたん 淳于丹 人名
じゅんうどう 淳于導 人名
じゅんぎ 荀顗 人名



じゅんさん 荀粲 人名
じゅんゆう 荀攸 人名
じょうしょう 丞相 名詞
じょうよう 襄陽 地名
じょえい 徐栄 人名
じょえき徐奕 人名
じょかん 徐幹 人名
じょこう 徐晃 人名
じょしゅう 徐州 地名
じょしょ 徐庶 人名
じょしょう 徐商 人名
じょせい 徐盛 人名
すいげんしん スイ元進 人名
すいげんしん 眭元進 人名
すうし 鄒氏 人名
せいか 成何 人名
せいぎ 成宜 人名
せいこうえい 成公英 人名
せいさい 星彩 人名
せいしゅう 青州 地名
せいと 成都 地名
せきとくりん 石徳林 人名
せきとば 赤兎馬 名詞
せきへき 赤壁 地名
せっそう 薛綜 人名
せつえい 薛瑩 人名
ぜつえい 絶影 名詞
ぜんそう 全琮 人名
ぜんたん 全端 人名
そうあんみん 曹安民 人名
そうえい 曹叡 人名
そうかん 曹奐 人名
そうきゅう 曹休 人名
そうけん 宋謙 人名
そうけん 宋憲 人名
そうこう 曹昂 人名
そうこう 曹洪 人名
そうしょう 曹彰 人名
そうしょく 曹植 人名
そうしん 曹真 人名
そうじゅん 曹純 人名
そうじん 曹仁 人名
そうすう曹嵩 人名
そうそう曹爽 人名
そうたい 曹泰 人名
そうちゅう 曹沖 人名
そうちゅう 宋忠 人名
そうてん 蒼天 名詞
そうとう 曹騰 人名
そうひ 曹丕 人名
そうひょう 曹豹 人名
そうほう 曹芳 人名
そうぼう 曹髦 人名
そうよ 宗預 人名
そじゅ 沮授 人名
そも 祖茂 人名
そんかん 孫桓 人名
そんきゅう 孫休 人名
そんきょう 孫匡 人名
そんけん 孫乾 人名
そんけん 孫堅 人名
そんこう 孫皓 人名
そんこう 孫皎 人名
そんさく孫策 人名
そんしょう 孫韶 人名
そんしょう 孫紹 人名
そんしょうこう 孫尚香 人名
そんじん 孫仁 人名
そんせい 孫静 人名
そんとう 孫登 人名
そんゆ 孫瑜 人名
そんよく 孫翊 人名
そんりょう 孫亮 人名
そんれい 孫礼 人名
そんろう 孫朗 人名
そんろう 孫狼 人名
ぞうは 臧覇 人名
たいしきょう 太史享 人名
たいしじ 太史慈 人名
たいらいどうしゅ 帯来洞主 人名



たくよう 卓膺 人名
たんゆう 譚雄 人名
だいきょう 大喬 人名
だいこ 大虎 人名
だしだいおう 朶思大王 人名
だんこく段谷 地名
ちゅうしゅう チュウ輯 人名
ちゅうしゅう 种輯 人名
ちょうあん 長安 地名
ちょういん 張允 人名
ちょううん 趙雲 人名
ちょうえん 張燕 人名
ちょうおう 張横 人名
ちょうおん 張温 人名
ちょうかく 張角 人名
ちょうかん 張奐 人名
ちょうき 張既 人名
ちょうぎょく 張嶷 人名
ちょうくん 張勲 人名
ちょうげん 趙儼 人名
ちょうこ 張虎 人名
ちょうこう 張コウ 人名
ちょうこう 張郃 人名
ちょうこう 張紘 人名
ちょうこう 趙広 人名
ちょうこう 趙昂 人名
ちょうさい 張済 人名
ちょうし 趙咨 人名
ちょうしゅう 張繍 人名
ちょうしゅんか 張春華 人名
ちょうしょう 張昭 人名
ちょうしょう 張紹 人名
ちょうしょう 張松 人名
ちょうじょう 張譲 人名
ちょうじん 張任 人名
ちょうせん 貂蝉 人名
ちょうせん 張泉 人名
ちょうたつ 張達 人名
ちょうちゅう 趙忠 人名
ちょうてい 張悌 人名
ちょうとう 趙統 人名
ちょうなん 張南 人名
ちょうはん 趙範 人名
ちょうはん 長坂 地名
ちょうばく 張バク 人名
ちょうばく 張邈 人名
ちょうひ張飛 人名
ちょうほう 張宝 人名
ちょうほう 張苞 人名
ちょうまんせい 張曼成 人名
ちょうよく 張翼 人名
ちょうりょう 張遼 人名
ちょうりょう 張梁 人名
ちょうるい 趙累 人名
ちょうろ 張魯 人名
ちんい  陳イ 人名
ちんい 陳禕 人名
ちんおう 陳応 人名
ちんきゅう 陳宮 人名
ちんきょう 陳矯 人名
ちんぐん 陳羣 人名
ちんけい 陳珪 人名
ちんしょく 陳式 人名
ちんしん 陳震 人名
ちんじゅ 陳寿 人名
ちんそう 陳倉 地名
ちんたい 陳泰 人名
ちんとう陳到 人名
ちんとう陳登 人名
ちんばん 陳蕃 人名
ちんひょう 陳表 人名
ちんぶ 陳武 人名
ちんらん 陳蘭 人名
ちんりん 陳琳 人名
ていいく 程イク 人名
ていいく 程昱 人名
ていえんし 程遠志 人名
ていき 程畿 人名
ていぎん 程銀 人名
ていぐんざん 定軍山 地名



ていげん 丁原 人名
ていこん 鄭渾 人名
ていたい 鄭泰 人名
ていたく 鄭度 人名
ていひ 丁斐 人名
ていふ 程普 人名
ていへい 程秉 人名
ていほう 丁奉 人名
てきろ 的盧 名詞
てんい 典韋 人名
てんまん 典満 人名
でいこう 禰衡 人名
でんしょく 田続 人名
でんほう 田豊 人名
でんよ 田豫 人名
とういん 董允 人名
とうがい 鄧艾 人名
とうけつ 董厥 人名
とうけん 陶謙 人名
とうこう 董衡 人名
とうし 唐咨 人名
とうし 鄧芝 人名
とうしゅう 董襲 人名
とうしょう 董昭 人名
とうしょう 董承 人名
とうたく 董卓 人名
とうちゅう 鄧忠 人名
とうちょう 董超 人名
とうとつトウ頓 人名
とうとつ蹋頓 人名
とうとな 董荼那 人名
とうはく 董白 人名
とうびん 董旻 人名
とうも 鄧茂 人名
とうわ 董和 人名
とき 杜畿 人名
とけい 杜瓊 人名
としゅう 杜襲 人名
とよ 杜預 人名
どうかん 潼関 地名
なんかろうせん 南華老仙 人名
はいげんしょう 裴元紹 人名
はさい 波才 人名
はんきょう 范疆 人名
はんけん 樊建 人名
はんし 樊氏 人名
はんしゅん 潘濬 人名
はんしょう 潘璋 人名
はんちゅう 樊稠 人名
ばうんりょく 馬雲緑 人名
ばがん 馬玩 人名
ばきゅう 馬休 人名
ばげんぎ 馬元義 人名
ばしょく 馬謖 人名
ばたい 馬岱 人名
ばちゅう 馬忠 人名
ばちょう馬超 人名
ばてつ 馬鉄 人名
ばとう 馬騰 人名
ばりょう馬良 人名
ひい  費イ 人名
ひい 費禕 人名
ひかん 費観 人名
ひし 費詩 人名
ひよう 費瑶 人名
びじく 糜竺 人名
びふじん 糜夫人 人名
びほう 糜芳 人名
ふうかい 馮楷 人名
ふうしゅう 馮習 人名
ふえい 傅嬰 人名
ふくこうごう 伏皇后 人名
ふくとく 伏徳 人名
ふくりゅう 伏龍 名詞
ふせん 傅僉 人名
ふそん 傅巽 人名
ふとう 傳トウ 人名
ふとう 傅肜 人名
ふようひめ 芙蓉姫 人名
ぶあんこく 武安国 人名



ぶんおう 文鴦 人名
ぶんきん 文欽 人名
ぶんしゅう 文醜 人名
ぶんぺい 文聘 人名
へいしゅう 并州 地名
べんこうごう 卞皇后 人名
べんれいろう 卞玲瓏 人名
ほうき 逢紀 人名
ほうさんじょう 鮑三娘 人名
ほうしん 鮑信 人名
ほうすう 鳳雛 名詞
ほうせい 法正 人名
ほうとうホウ統 人名
ほうとう龐統 人名
ほうとく ホウ徳 人名
ほうとく 龐徳 人名
ほうとくこう ホウ徳公 人名
ほうとくこう 龐徳公 人名
ほうりゅう 鮑隆 人名
ほしつ 歩隲 人名
ぼうがちょう 忙牙長 人名
ぼくこうごう 穆皇后 人名
ぼくじゅん 穆順 人名
ぼくろくだいおう木鹿大王 人名
まんちょう 満寵 人名
めんちく 綿竹 地名
もうかい 毛カイ 人名
もうかい 毛玠 人名
もうかく 孟獲 人名
もうたつ 孟達 人名
もうとく 孟徳 人名
もうゆう孟優 人名
ゆうしゅう 幽州 地名
ようかい 楊懐 人名
ようぎ 楊儀 人名
ようくん 楊訓 人名
ようこ  羊コ 人名
ようこ 羊祜 人名
ようこう 楊弘 人名
ようしゅう 楊脩 人名
ようしゅう 楊秋 人名
ようしゅう 雍州 地名
ようしゅう 楊修 人名
ようじく 楊竺 人名
ようはい 楊沛 人名
ようふ 楊阜 人名
ようへいかん 陽平関 地名
ようほう楊奉 人名
よしゅう豫州 地名
らいしょ雷緒 人名
らいどう 雷銅 人名
らいはく 雷薄 人名
らくとう 駱統 人名
らくよう 洛陽 地名
らけん 羅憲 人名
りい 李異 人名
りかい 李恢 人名
りかく 李カク 人名
りかく 李傕 人名
りかん 李堪 人名
りくいん陸胤 人名
りくがい陸凱 人名
りくこう 陸抗 人名
りくこう 陸康 人名
りくせき陸績 人名
りくそん陸遜 人名
りげん 李厳 人名
りじゅ 李儒 人名
りつう 李通 人名
りてん 李典 人名
りふく 李福 人名
りほう 李豊 人名
りゅうい劉偉 人名
りゅうえい 劉永 人名
りゅうえん 劉焉 人名
りゅうえん 劉エン 人名
りゅうえん 劉淵 人名
りゅうえん 劉琰 人名
りゅうえん 劉延 人名
りゅうき 劉琦 人名



りゅうき 劉冀 人名
りゅうきょう 劉協 人名
りゅうぐ 劉虞 人名
りゅうけん 劉賢 人名
りゅうこう 劉宏 人名
りゅうさん 留賛 人名
りゅうしょう 劉璋 人名
りゅうしん 劉諶 人名
りゅうぜん 劉禅 人名
りゅうそう 劉琮 人名
りゅうてい 劉楨 人名
りゅうど劉度 人名
りゅうは劉巴 人名
りゅうひょう 劉表 人名
りゅうふく 劉馥 人名
りゅうへき 劉辟 人名
りゅうべん 劉弁 人名
りゅうほう 劉封 人名
りゅうよう 劉曄 人名
りゅうよう 劉ヨウ 人名
りゅうよう 劉繇 人名
りゅうり 劉理 人名
りゅうりゃく 留略 人名
りょいこう 呂威コウ 人名
りょいこう 呂威璜 人名
りょうか廖化 人名
りょうこう 梁綱 人名
りょうこう 梁興 人名
りょうしゅう 涼州 地名
りょうすい 遼隧 地名
りょうそう 凌操 人名
りょうとう 凌統 人名
りょうぼう 涼茂 人名
りょうりつ 廖立 人名
りょがい 呂凱 人名
りょき 呂姫 人名
りょぎ 呂拠 人名
りょけん 呂虔 人名
りょけん 呂建 人名
りょたい 呂岱 人名
りょはくしゃ 呂伯奢 人名
りょはん 呂範 人名
りょふ 呂布 人名
りょもう 呂蒙 人名
りょれいき 呂玲綺 人名
れいてい 霊帝 人名
ろうけい 婁圭 人名
ろしゅく 魯粛 人名
ろしょう 路招 人名
ろしょく 盧植 人名


