
特選

【漢字部門】 會津　魁堂 相野　靜泉 赤坂　桜舟 赤松　信映 淺香　麗芳 浅野　紅雨

天野　翠峰 新井　沙織 新井　雄峰 新井　淑枝 荒木　蘭扇 石井　起和

石川　正史 稲邉　秋峰 井上　筑香 井上　蘭琇 今村　寿鴻 岩切　竹扇

植田　翠紅 鵜飼　豊山 内田　霞彩 江田　柏泉 大網　信明 大塚　梢扇

大橋　翔 小笠原　一草 緒方　愛節 岡野　求華 荻原　智史 小倉　秀蘭

落田　香静 尾中　梨瑛 小野　梨葉 小山　黄華 小山　剛平 海北　穂舟

垣花　東洲 葛西　静汀 笠原　清鵞 加藤　江梨奈 加藤　香雪 金子　芳清

河口　玻光 川﨑　大幹 河野　桂寿 河原田　紫光 河本　明子 菊地　ᱻ鳳

菊池　龍節 鬼頭　紅節 木村　香雪 喜屋武　鴻羽 金城　雲鷲 國島　英華

國廣　寿仙 栗原　早紀 黒澤　亜純 桑名　和風 小佐田　葵翠 後藤　彩鵬

小西　北翔 小林　宗朝 児山　九聲 近藤　花泉 近藤　紀峰 近藤　諏谷

斉藤　曄雪 阪野　啓明 坂本　涼風 佐久間　梓鳳 佐藤　香雨 佐藤　鳥海

佐野　暁翠 椎名　正悟 志賀　彩華 宍戸　魁山 柴田　規峯 柴田　白鳳

島田　勝久 島田　瑠雲 醤野　博行 白澤　花啓 神藤　良堂 榛葉　恵翠

菅原　滄鳳 杉﨑　雅楓 杉原　麗春 鈴木　雲峰 鈴村　早秀 関戸　章麗

芹澤　翔華 高橋　素光 高橋　佑太 髙柳　貴龍 田口　富美子 竹田　景汀

竹村　和蒼 立岩　穂晨 田中　大樹 田村　元帥 津金　岳邦 津嘉山　瑶典

辻　洋虹 津田　祥蘭 中井　爽淵 中井　功子 長尾　秀麗 長嵜　逍扇

中里　弘峯 長島　静男 中島　重陽 中村　春園 中村　素心 中村　芳子

納所　佳泉 根ヶ山　弘順 秦　頼山 浜松　東霞 張ケ代　岫代 彦田　裕子

兵頭　華雨 平田　光空 平田　彩雲 平松　京香 平山　惠子 福島　紫奏

福本　明暢 藤井　智仙 古川　亮太 細川　建翠 牧　拙如 蒔田　順一

真謝　幸陽 松岡　京苑 松岡　彩風 松田　俊浪 松田　芳雨 松村　翔風

宮内　香艸 宮崎　壽雲 宮村　桜葉 美和　草扇 宗像　光 村井　青苑

最上　新一 八木　藍玉 谷内田　乙翠 山内　雅人 山川　順園 山下　翔仙

山下　睦未 山田　映泉 山田　美砂子 湯淺　光峰 吉田　香春 吉田　桃花

和賀　秋華 渡部　元 渡邉　李鳩

【かな部門】 相田　和園 朝比奈　光一 阿部　梨雪 荒井　竜子 有沢　晴美 生野　美智子

池田　紅華 池田　理恵子 石川　柚月 石田　梢葉 石田　英智 石塚　敦司

市川　礼子 稲葉　文子 井上　鈴子 井上　三保子 上田　瑞女 上野　久子

内田　恵子 内山　光子 大鹿　景琴 大塚　万衣華 岡添　良子 小川　利恵

荻田　智子 尾熊　志津江 小澤　正美 小澤　真弓 貝原　碩子 笠井　雅風

笠原　翠玉 甲地　敬水 加藤　恵美 金川　祥子 河村　桂子 川元　美恵子

木村　美貴代 倉沢　好子 榑松　白瑛 黒岩　由美子 黒瀬　尚美 小島　満子

小林　登美子 小林　久恵 故引　恵堂 齊鹿　妙子 佐川　順子 左官　麗子

櫻井　芳園 塩見　千津子 重信　知子 芝　文舟 柴﨑　しづ子 柴田　道子

澁谷　惠子 島田　香雨 白政　純子 鈴木　美賀 住友　春陽 高木　杉雪

高坂　智子 高橋　とみえ 竹内　亮子 竹中　逸晴 田近　正子 月足　彩花

築山　禎子 津島　一枝 砥板　とき子 藤社　葉子 鳥越　郁子 那賀　洋子

中嶋　京子 中嶋　吟雪 中田　和子 長田　尚子 中西　雅代 中村　幸子

成田　真理子 成平　千鶴子 西　いづみ 新田　千賀子 箱山　蘆舟 橋本　扇景

橋本　貴朗 蓮井　喜美子 長谷　晏里 比嘉　優花 福島　都江 藤本　多希子

藤原　彰子 藤原　みゆき 前田　白兔 増川　雪子 松岡　英子 松崎　真代

松本　保舟 水出　楓泉 南　華雪 三宅　彩舟 三宅　藍月 室川　和子

森田　宏彰 山縣　千津子 山田　富喜子 山脇　絢光 吉田　敬寿 野　由紀

吉村　康子 和久田　啓子 鷲田　華園 和田　治彦

【篆刻部門】 安島　可奈子 上前　総子 岸村　爽風 嵯峨　洛山 真田　智成 土井広己

西山　鐵廬 畑間　青露 水谷　有志 山本　寿法 遊佐　聖心
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【調和体部門】 東　龍治 石垣　比彩 石橋　翔風 磯崎　綾子 牛山　桐華 内間　香煽

海老名　素生 大城　苑鳳 大原　慧月 大道　秀玉 沖　悌子 加瀨　裕美

鎌倉　星Ლ 上浦　登美子 亀田　揺穂 河口　霄華 紀伊国谷　鶴園 楠元　史峯

桑原　典子 清水　早苗 神宮寺　草水 瀬崎　明美 薗田　紫菀 髙桑　翠棠

谷　春菀 千田　洋子 鳥本　純平 内藤　鈴舟 長友　秋菜 長野　朋子

野村　典子 原口　華煌 藤井　江悠 藤澤　黎芳 溝田　光雪 村上　誠香

柳澤　美希 薮内　京子 山口　玉子 山崎　᥆雲 山﨑　光紗 吉永　明美

吉葉　玉洋 和田　麻美


