
特選

【漢字部門】 青栁　越山 我妻　依美 阿久津　春宵 阿瀬　美香 足立　桃洲 阿知波　江泉

荒牧　志峰 安藤　房子 飯島　美栄 井岡　優子 池田　真影 池延　欣清

石井　ᤶ峰 石平　岳舟 石野　華鳳 石挽　三香 市川　奈々 伊東　秀夏

伊藤　舒榮 乾　虹扇 井上　筑香 伊部　芳翠 今井　夏虹 今井　菜美子

井村　耕心 岩井　浄水 浦上　裕介 越後　尚風 及川　琴舟 及川　秀雲

大石　舟翠 大久保　松峯 大村　裕子 小笠原　松煌 岡田　雙鴻 尾形　琢濤

尾川　明穂 尾﨑　紅翠 甲斐　妙光 鍵谷　寿苑 笠原　清鵞 樫村　遊雲

柏本　真翠 上総　篁風 金井　君龍 鎌倉　奏鳳 釜谷　溪華 上條　哲山

川﨑　玄拙 河部　至道 菊地　ᱻ鳳 菊池　青雨 菊地　由起 木村　香雪

木村　翠径 金城　雲鷲 国宗　仁美 窪田　静花 栗林　麗泉 來司　信博

小寺　ᲀ 後藤　紫和 後藤　来夢 小西　北翔 小林　侊香 近藤　珪山

近藤　彩佳 齊藤　恵水 齋藤　真澄 斉藤　悠花 酒井　碧華 坂口　華雪

坂本　翠香 佐藤　和 佐藤　紫泉 佐藤　亮子 志賀　彩華 柴田　白鳳

島田　至濤 島田　瑠雲 醤野　博行 白鳥　鳴花 真藤　玉雲 杉原　幽芳

鈴木　馨伽 鈴木　惠雅 鈴木　翠真 鈴村　早秀 瀬口　大剛 早出　朝香

高田　昂韻 高野　早紀 髙橋　紅蓬 高橋　翠泉 竹内　真碩 田中　一生

田中　春葉 谷村　青濤 津田　聖月 徳久　恵里 砥堀　麗泉 富永　玉扇

富山　葵心 外山　悠汀 内藤　香苑 中井　爽淵 永里　香雪 長島　香雪

中島　重陽 永渕　美峰 中村　早希 中村　春園 名久井　紅雪 西　謙峰

西　晃樟 西岡　山州 西岡　穂峰 西垣　康雲 西川　白蘭 西出　朱峰

野呂　芳順 秦　頼山 畠山　翠香 服部　恵風 浜松　東霞 原　優花

馬場　恵美 日永田　恵草 久松　紫朙 平田　紀芳 平田　光空 福島　紫奏

福西　青祐 福本　明暢 藤井　智仙 伏見　遊花 古川　亮太 堀江　竹影

槇田　真水 松澤　京茜 松戸　香峰 松永　鶴泉 松永　晃水 水口　轉碩

溝江　春蘭 三宅　厚史郎 宮崎　一雙 宮村　桜葉 武笠　梢徑 百地　拓窓

森　冬華 矢野　寿仙 矢吹　青翔 山崎　瑶林 山下　敬起 山田　香雪

山田　真如 山田　白雲 若林　梅香 綿引　蕙草

【かな部門】 青木　瑛玉 朝比奈　光一 足立　比春 阿部　圭香 安部　美都子 池内　セツ子

池之上　ゆき子 磯本　潤子 犬塚　幸子 今村　由里子 岩田　陽子 植木　智枝

植田　恵子 内島　代志美 打良木　悦子 大嶋　由美子 大友　沙月 尾方　起世子

尾熊　志津江 小澤　正美 小澤　真弓 小野田　三枝子 鏡　千裕 片岡　尚子

金田　光代 兼平　有里奈 河原　佳苑 河村　桂子 神門　倫子 上林　由季

菊田　廣子 菊地　孝次 岸本　清舟 来田　憲治 北嶋　喜久子 熊谷　佳代子

熊谷　翠絢 熊坂　尚史 畔柳　史子 桑名　汀雪 神山　智花 佐藤　泉舟

佐藤　萌玉 柴﨑　しづ子 新保　尚子 菅野　博子 杉本　文代 鈴木　泉舟

外岡　洋子 髙折　光江 髙梨　桂子 高橋　紫翠 高橋　小楓 髙橋　美代子

髙橋　瑠美子 髙村　恵香 竹内　和子 武内　瑞華 田近　正子 立川　知子

田中　千枝子 千葉　ᤵ萌 鶴岡　愛子 土肥　恵子 富岡　真華 冨岡　順子

冨田　頌川 冨田　初恵 那賀　洋子 永井　瑤南 中尾　翠雲 中尾　直子

中川　緑雲 長田　尚子 中野　和子 仲程　星愉 中村　千麗 西川　玲子

西村　恭子 西本　幸子 野上　江泉 野村　恵秀 橋本　さと子 橋本　貴朗

花塚　眞喜子 肥満　美香 福原　溪春 藤井　昌 舟木　美砂子 舩本　仁惠

保田　美永子 堀　由美 堀松　恵子 本藤　伊都子 増田　康子 松原　和子

的場　奈央子 宮川　華祥 宮原　智子 向井　みりあ 武藤　菅子 村田　昌子

室川　和子 茂木　明香 物部　光子 山﨑　慎也 山下　映翠 山田　頼子

山本　慶美 横山　律子 吉原　庚子 吉村　結子

【篆刻部門】 安島　可奈子 葛西　好雄 岸村　爽風 寺田　濤雲 西村　晋悟 福田　典竹

藤原　伸子 水谷　有志 山口　雄生 山崎　芳園 渡邉　星舫
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【調和体部門】 青木　敏子 明田　珠穂 浅川　春汀 浅野　葉子 飯田　紫菖 一ノ瀬　彩苑

飯伏　美苑 宇野　春泉 宇野　美光 太田　千恵 大原　慧月 岡村　正子

草葉　秀華 下代　旭帆 児玉　潤子 小松　翠篁 柴田　惠美子 鈴木　赤鳳

関根　由美子 竹浦　栄翠 武田　彰子 田中　翠花 田中　翠恵 谷　春菀

田場　啓子 知念　暎花 土本　澄華 都原　千草 仲嶺　兆葉 西川　しげ子

西田　蘇泉 西脇　聖園 根岸　春慧 服部　郁 広瀬　良子 藤溪　雅雪

藤原　彩江 松田　子葉 丸尾　藍水 溝田　光雪 南　妙香 宮沢　幽蘭

最上　新一 山田　瑳多


