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参事

【漢字部門】干場　昇龍

【かな部門】山根　亙清

【篆刻部門】尾崎　蒼石 山下　方亭

常任理事

【漢字部門】伊場　英白 尾﨑　之搨 北山　転石 佐川　峰章

城市　魁岳 萩野　展山

【かな部門】中室　舟水 牧野　聖雲

【篆刻部門】柳澤　玉暎

賛助会員

【漢字部門】青木　桂玉 安藤　秀川 清水　桂月 杉浦　太奎

西井　鶴香

【かな部門】佐藤　道子 篠田　華邨 津田　壽美

参与

【漢字部門】青野　鐵象 稲垣　無得 潮田　瑞攝 江副　景舟

木原　研石 葛井　玲華 黒野　芝香 小菅　鶴邨

後藤　汀鴬 小林　韜光 坂根　大雅 櫻田　蘭翠

佐藤　東苑 城間　紅玉 新藤　蘭雪 鈴木　千岳

鷹巣　照良 坪本　恵園 林　秋景 平山　寛川

藤井　晴鳳 三角　栖花 安原　山遥
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【かな部門】赤石　律扇 淺沼　翡舟 石井　知子 稲田　静子

襟立　玉英 遠藤　邑石 大庭　松翠 岡田　桃華

長田　幸子 梶原　貴美枝 梶村　香暢 久保田　花鵬

後藤　温子 浄念　棠光 鈴木　とし 田頭　昭子

瀧谷　登希 竹田　和代 田中　栄子 谷口　芝鳳

冨永　弥江 富永　和喜子 中川　素香 中部　光風

矢澤　悦子 安岡　慶観 柳澤　翠明 山上　君代

若林　恵美

【篆刻部門】磯貝　弘子 中島　春緑

理事

【漢字部門】東　希晃 荒木　雅翠 有馬　花嵐 石川　芳香

伊藤　江星 伊能　柳華 井之内　香遙 今泉　祥鳳

入山　征弘 上田　華芳 上田　笛蕭 宇都木　桂泉

遠藤　江月 大川　清游 大倉　小苑 大田　春翠

大坪　溪水 岡田　賢城 岡端　紀苑 尾川　明穂

小倉　滋虹 小野　蹊泉 河﨑　祐子 川嶋　看泉

川田　紅溪 川本　景月 見城　正訓 小西　北翔

近藤　桂蓉 齋藤　梨園 坂本　棪舟 佐川　秀陽

澤田　爽風 下地　麗泉 下村　汀柳 白樫　春曄

芹澤　翔華 高岡　豊流 田中　晴眼 田中　大騰

津金　岳邦 堤　綾扇 中尾　慧雪 中村　玉翠

西脇　碧梢 松浦　青娥 真鍋　華苑 丸橋　鳴峰

森澤　津留 山口　杏園 横山　雪遥 渡邉　富岳

渡邉　楊風

【かな部門】阿部　泰秀 天野　月清 荒井　竜子 石崎　澄香

石田　久美子 伊地知　紀子 礒野　美佳 内海　裕子

大内　純子 尾﨑　幸 樫木　瑞草 梶田　女理

河野　真紀子 河俣　須磨 北山　翆心 吉良　燿花

久保田　清葉 河府　悠美子 佐々木　東亜子 島田　揺花

助村　明美 鈴木　水園 高間　明子 竹味　桃園

坪内　翠楓 寺谷　和子 富川　展行 林　陽子

日暮　恵理 藤原　咲子 星野　眞裕美 真家　栄子

松﨑　睦生 松下　光子 南　清園 宮川　和子

武藤　繁子 諸石　祥雲 山﨑　慎也 山﨑　のり子



【篆刻部門】鵤　雷轟 後藤　華泉

幹事

【漢字部門】青木　春翠 秋山　弘韻 淺香　麗芳 安藤　啓舟

井岡　濤仙 池田　静月 石田　恵雪 市川　奈々

伊藤　星詠 井上　清叡 井上　寿弥 今別府　紫朋

植田　蒼香 植野　恵翠 上原　昇峰 牛山　桐華

畝原　翔華 岡田　彩玉 岡田　緑泉 奥村　章華

鬼澤　景陽 小野　翠峰 小俣　柏翠 海北　穂舟

柏原　桂雪 加藤　祥雪 上久保　大鶴 川﨑　華山

菊田　岳雲 木田　吸露 窪田　静花 栗田　華径

小堺　白葩 小髙　心鏡 後藤　佳美 小松　翔

近藤　子遊 佐々木　佳苑 笹部　美鳳 定松　翠楊

佐藤　惠子 須賀　紅舟 簀河原　最恵 鈴木　花仙

鈴木　金麗 鈴木　惠雅 鈴木　美豊 田河　彩里

武井　志歩 田島　大越 伊達　良香 田中　翠花

谷口　美翠 塚原　花瑶 辻　千雅 手塚　恵梨子

戸井田　瑞華 中井　芳悠 中里　弘峯 仲野　陽華

中村　蹊月 中村　春園 中村　万里子 中村　好志永

西出　朱峰 西山　翠蓮 根ヶ山　弘順 野村　揚月

長谷川　青澄 早野　芳蘭 原　優花 平野　冬花

廣津　甲仙 藤　陽山 藤田　葉子 古川　春沙

古田　清流 松田　俊浪 松本　和芳 真鍋　睦美

丸山　清華 水早　清香 宮地　青風 向山　青泉

宗像　光 元木　伯雲 安田　朱燕 矢野　寿仙

山口　翠虹 山崎　麗水 山田　小橋 山田　寳舟

山中　清藍 吉本　余榮 鷲尾　妙華 渡邉　聖香

【かな部門】浅野　悦子 伊勢　麻子 井上　裕子 遠藤　玲子

小川　利恵 荻田　智子 小口　暁子 小田原　帆邑

小野田　美晴 織田　誓子 角永　不易 甲地　敬水

加藤　玉華 川口　鶴世 川代　健次郎 河原田　文堂

上林　由季 木瀬　冬花 喜多　美登理 北嶋　喜久子

木下　美佐恵 黒坂　織惠 小高　香峰 後藤　千恵

小西　佳世 小林　久恵 阪田　和子 佐々木　彩華

佐々木　青風 佐藤　玉照 柴田　美由紀 髙折　光江

田頭　芳紀 田代　桂扇 茅野　佳代子 土井　一剛

東條　輝水 富樫　忍 中川　智也子 長田　尚子



中山　恭代 西原　支陽 丹羽　博美 野上　江泉

野上　浩子 浜田　梅香 檜垣　貞子 深田　素桂

増田　早希子 松田　紫秀 三澤　秋峰 三橋　華園

宮城　多佳子 室川　和子 森　芳子 森安　敏子

矢口　緑苑 山口　碧泉 山田　富喜子 大和　すみ江

山本　弓子 柚木　晴恵 和久田　啓子 渡邊　玲花

和田山　祥香

【篆刻部門】安島　可奈子 大原　誠 三森　春蘭 村田　祥鳳

吉居　真吾

評議員

【漢字部門】會田　知水 味澤　紀歩 阿部　瑚璉 新井　雄峰

安藤　紫燕 生島　游華 池田　碧雨 石井　光彩

石井　ᤶ峰 板垣　仙露 稲川　大穂 今村　春美

井村　耕心 井辺　錦舟 上田　清楓 植村　大祐

姥貝　楳香 海老澤　暁山 恵美　春陽 大網　信明

大井　彩江 大澤　華園 大田　香雨 大田　珠光

大野　蘭香 岡田　翔鳳 緒方　桑玉 奥寺　朋彩

小野　錦泉 小野　彩楓 片桐　邑香 加藤　詩絵

金野　豊 蒲地　泰雅 軽部　奏月 河口　玻光

河田　麗翔 河原田　紫光 川向　游香 河本　小玲

川本　清月 木島　千代子 北川　博道 鬼頭　紅節

草野　慧泉 草深　志粋 久瀬　麗悦 工藤　瑠美

国方　皓雲 栗原　紫翠 河野　李華 郷原　如雪

後藤　双華 後藤　嵩道 小松　翠篁 小松　真寿美

近藤　溪春 阪野　啓明 宍戸　魁山 柴田　溪山

渋谷　静秀 清水　橙華 菅谷　洋鳳 鈴木　赤鳳

関根　紫瑞 髙木　筑華 髙田　恵玉 高野　健治

髙橋　和風 高屋敷　冬威 瀧　浩甫 瀧澤　陽舟

田口　富美子 竹中　青蘭 田中　山凜 田中　大璋

田中　明樹 田村　幸城 津坂　周太郎 辻野　鄙罌

辻元　澄玉 寺澤　香葉 寺原　司聖 寺村　梅慶

冨樫　正義 富樫　光子 戸田　馨壺 戸田　美祥

外山　悠汀 豊嶋　青岑 内藤　香苑 中岸　游佳

中島　杏花 中島　江春 長島　静男 中庭　岳峰

長野　青華 中村　濤鶴 西川　珀蓮 西畠　踏青

西山　青蓮 根津　恵華 野澤　萩園 長谷川　香華



長谷川　緑光 長谷部　鶴石 畠山　翠香 浜浪　翠舟

早川　雅節 早坂　壱陽 林田　翠山 伴　心義

平野　伯峰 藤　峯泉 藤井　江悠 藤田　翠苑

藤原　浩煇 藤原　彩江 本田　水調 前多　紅紫

牧野　雪袁 舛田　白露 益田　和苑 松澤　京茜

松田　琴翆 松永　鶴泉 松村　光汀 松本　寛恵

見野　裕子 宮﨑　庭舟 宮澤　溪翠 宮前　清蘭

茂木　朱櫻 森田　紘翠 山方　桂舟 山口　春翔

山口　芳節 山下　紫香 山城　鄭石 山田　香華

山本　呑舟 山本　緑楓 横山　暁雲 横山　豊蘭

米山　翔太 綿引　蕙草

【かな部門】石井　寿江 泉　ゆき江 磯田　郁江 今村　由里子

岩田　陽子 岩永　光仙 内田　恵子 大神　久子

小河　史苑 風間　花篁 加藤　清美 金澤　弘葉

甲谷　景子 蒲池　真純 川勝　雅美 川上　花翠

河島　由弥 川本　俊子 木田　武子 木村　美貴代

工藤　友子 熊坂　尚史 後藤　眞澄 小湊　美和子

小宮　征子 笹島　節子 佐藤　悦子 佐藤　佳子

清水　幸子 杉本　典子 杉本　梅玉 鈴木　広葉

高橋　麗陽 立石　加志子 田中　千枝子 田村　翠彩

出島　敏江 渡久地　美佐子 鳥居　好香 仲　玲舟

永井　智舟 永瀬　通子 中田　智美 中村　外茂子

成田　ますみ 西　啓花 西本　幸子 西脇　聖園

野田　紫舟 埜本　清楓 畠山　智子 羽田野　隆峰

服部　郁 花木　陽子 林　咲子 檜尾　節子

平谷　東水 平林　貴扇 廣瀬　敬泉 広瀬　良子

深堀　美郷 藤田　雅子 古沢　華央 堀田　花

前田　孝子 幕田　多賀子 松井　妙子 松岡　英子

松木　恵香 松本　陽子 三瓶　裕子 溝端　渓草

見立　慶舟 村田　瑞朋 村山　弥舟 森　香翠

森　俊行 森　庸子 森田　由利絵 矢引　留美子

山本　愛美 山本　一芯 山本　美子 結城　香風

吉村　佳代子 若井　秋桜 和田　直子 和田　美智子

【篆刻部門】岩田　琿 葛西　子卿 加藤　文那 渋谷　春好

高橋　愼司 中田　聰山 庭田　露舟 藤原　伸子

古瀬　章石 堀　梅肇 吉田　東石 吉原　愛璃


