
特選

【漢字部門】 我妻　依美 秋山　逸美 東　錦也 安達　光代 阿部　深雪 天野　富士子

石川　翔芳 石倉　照蓮 石田　香舟 石原　雅舟 市川　豪湖 市原　溪舟

市村　美風 伊藤　映空 伊藤　谿石 伊藤　北翠 上田　宏堂 宇治　寳翠

梅林　珠香 宇良　樹希 浦上　裕介 大内　渓春 大田　珠光 太田　将浩

大橋　南風 尾形　琢濤 岡田　緑泉 岡村　奈津子 荻原　智史 尾下　泰規

面髙　小桜 小山　蘇龍 折野　幸峰 鍵谷　寿苑 葛西　静汀 加藤　祥華

加藤　智加 鎌倉　奏鳳 上久保　大鶴 軽部　奏月 川﨑　華山 川﨑　玄拙

河田　麗翔 川野名　櫻泉 川本　清月 菊田　岳雲 木村　瑠雲 楠ヶ谷　華仙

工藤　瑠美 久保　香芳 久保田　珠悠 栗原　紫翠 小池　功逸 河野　天外

鴻巣　洋雅 小髙　心鏡 小寺　ᲀ 小西　由美子 近藤　珪山 近藤　彩佳

斎藤　舞花 斉藤　曄雪 酒井　碧華 酒井　幽石 佐々木　汪心 佐々木　功龍

笹部　美鳳 佐藤　貴克 佐藤　亮子 椎名　正悟 篠田　好泉 芝　弘風

柴田　泰鋒 島田　至濤 清水　逸子 清水　橙華 四　華舟 神保　聡子

杉浦　玉雪 杉原　幽芳 鈴木　湖舟 鈴木　春ᤵ 鈴木　翠峰 鈴木　天雷

鈴木　白翎 瀬川　梓 髙島　恵花 高田　求華 高野　早紀 髙橋　紅蓬

髙橋　和風 田河　彩里 竹澤　博暢 武田　紫翠 田澤　素月 田島　大越

千葉　理堂 辻宅　秀石 辻野　鄙罌 筒江　白露 戸井田　瑞華 戸頃　菁扇

戸田　馨壺 戸田　美祥 飛田　恵 長尾　睦 中野　浩美 中前　花秀

中村　珠湶 中村　丹裳 鍋田　東華 新延　好美 西角　松鶴 西澤　万雨

西谷　光葉 根来　如海 橋川　清漣 長谷川　香華 馬場　朱燕 早川　雅節

林　桐翠 平野　紅園 平見　緑霞 藤　陽山 藤井　敬秀 藤田　雅邦

藤田　碧嶂 穂積　梅雪 前田　邑華 牧野　蘭庭 町野　蘚萠 松岡　馨秀

松田　琴翆 松田　典子 松永　晃水 松並　希寿 溝江　春蘭 南　妙香

宮田　桃子 向井　佑季 村田　定暁 百地　拓窓 森山　青珪 栁井　怜子

矢部　俊瑤 山田　白雲 山中　恭平 山野井　青蘭 山本　紫光 山本　泰泉

湯田　詞仙 吉田　愛 吉田　祥苑 米山　翔太 両祖　美香 渡辺　卓弥

渡辺　楊麗

【かな部門】 赤利　翠信 足立　恵世 足立　千代子 安部　美都子 泉　ゆき江 伊勢　麻子

伊藤　千華 井上　鈴子 井上　美恵 今泉　紫雲 今城　久子 植木　智枝

打良木　悦子 遠藤　玲子 大曽　南窓 大友　沙月 岡田　敬子 尾﨑　明子

角永　不易 片倉　杏峰 加藤　玉華 加藤　敬子 加藤　美水 金子　聖子

河口　恵舟 川田　有美 久保田　節子 熊谷　佳代子 合田　厚公 小橋　敬月

小八木　紅瑛 齊鹿　妙子 斉藤　晴桜 齋藤　由希子 坂本　杉香 指田　娃香

佐藤　泉舟 柴山　典子 志村　玉苑 下川　文子 須賀　ゆみ 鈴木　泉舟

鈴村　姫泉 関　祥玉 関浜　恵香 外岡　洋子 髙木　由紀江 髙久　由香

高橋　紫翠 高橋　小楓 竹内　一 田島　由美子 立川　知子 田中　映子

月足　彩花 鶴川　美華 東條　輝水 東内　荘舟 徳本　清子 土肥　恵子

豊田　伸子 中嶋　一艸 中村　恭子 仲村　妙子 成田　ますみ 橋本　小啓

橋本　美枝子 長谷川　智美 浜田　知子 浜田　梅香 坂東　ᨰ子 開本　輝子

平谷　東水 福與　恵雪 藤城　泰代 藤原　彰子 古山　玉扇 北條　葉子

本藤　伊都子 牧野　萌春 益田　美代子 増田　康子 松井　妙子 松石　明子

松原　美恵子 丸山　綾子 水島　紫苑 見立　慶舟 三宅　千鶴 三宅　藍月

三好　冨恵 向井　みりあ 森　芳子 森川　富美子 森川　幸恵 安井　柳葉

柳橋　伸和 山口　紅翠 山口　藤紫 山﨑　慎也 大和　すみ江 山本　愛美

山本　翠久 百合川　洋子 横田　宏美 若林　裕子 和久田　啓子 和田　翠艸

和田　直子

【篆刻部門】 國本　史峰 高橋　玉堂 土井　広己 永谷　加代子 橋本　直子 古瀬　章石

松本　弘碩 三森　春蘭 村田　祥鳳 矢崎　妙峰 吉居　真吾
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【調和体部門】 青木　敏子 赤川　香祥 阿久津　春宵 石川　瑞祥 飯伏　美苑 上田　清楓

小川　利恵 鎌倉　星Ლ 河口　霄華 川代　健次郎 川本　俊子 神田　美枝

喜多　京子 神山　智花 小杉　春仙 後藤　眞澄 小西　加奈子 小林　三倩

小松　青洮 佐々木　佳苑 佐藤　惠子 清水　静波 榛葉　恵翠 菅谷　洋鳳

津坂　周太郎 坪木　虹月 内藤　鈴舟 中田　照子 中原　圭恵 仲嶺　兆葉

西畠　踏青 西村　芳香 長谷川　緑光 馬場　舞 林　奈美 平野　壷桜

福島　楚雪 福田　紅棗 藤嵜　嵓山 松田　子葉 宮沢　幽蘭 森山　雅峰


