
北海道 （会友公募・公募）
相田 香沙 札幌市近代詩 青木 聡美 石狩市かなⅡ

赤坂 陽子 札幌市かなⅡ 明石 郁子 札幌市かなⅡ毎日賞

安芸 春蘭 名寄市漢字Ⅰ 朝川 姿帆 札幌市かなⅡ

浅田 蛍城 稚内市漢字Ⅰ 浅野 光子 札幌市漢字Ⅱ

浅見 蕙川 札幌市漢字Ⅱ 東 秀子 札幌市かなⅡ

東川 柴舟 登別市漢字Ⅱ 麻生 恵陽 帯広市漢字Ⅰ

足立 桂舟 札幌市漢字Ⅰ 阿達 香婉 士別市漢字Ⅰ

渥美 正江 札幌市近代詩 穴澤 紅琴 富良野市漢字Ⅰ

阿部 岳流 札幌市漢字Ⅰ 阿部 雅扇 札幌市漢字Ⅰ

天谷 喜扇 登別市漢字Ⅱ 網野 晴子 札幌市かなⅡ

荒木 和風 札幌市漢字Ⅰ 新谷 渓竹 留萌市漢字Ⅰ

荒谷 拓園 紋別市漢字Ⅰ 荒谷 竹舟 札幌市漢字Ⅱ

有本 壷月 帯広市漢字Ⅰ 淡路 尚聴 札幌市漢字Ⅰ

飯田 優季 札幌市漢字Ⅰ 五十嵐 玉泉 石狩市漢字Ⅰ

五十嵐 公方 札幌市漢字Ⅰ 五十嵐 太晃 札幌市漢字Ⅰ

井川 秀鶴 札幌市近代詩 池田 憲亮 小樽市漢字Ⅱ

伊澤 清美 千歳市漢字Ⅰ 石井 美雪 旭川市近代詩

石川 淳 清水町篆　刻 石川 典子 札幌市漢字Ⅱ

石川 陽花 札幌市漢字Ⅰ 石川 綾湖 北広島市漢字Ⅰ佳作賞

石川 稚子 札幌市漢字Ⅱ 石黒 薫習 旭川市漢字Ⅰ

石澤 美智子 札幌市かなⅡ 石田 洸凛 恵庭市漢字Ⅰ

石田 竹葉 富良野市漢字Ⅰ 石田 滴翠 旭川市漢字Ⅱ

石塚 蒼峰 小樽市漢字Ⅰ 石村 和代 札幌市近代詩

石山 春香 小樽市漢字Ⅰ 石山 雪虹 札幌市近代詩

伊勢 秀峰 長沼町漢字Ⅰ 井谷 嶺雪 岩見沢市漢字Ⅰ

市川 芳玉 石狩市漢字Ⅰ 伊藤 大花 北見市漢字Ⅰ

伊藤 華蓮 名寄市漢字Ⅰ 伊藤 寒岳 留萌市近代詩

伊藤 実峯 札幌市漢字Ⅰ 伊藤 小蓮 芽室町近代詩

伊藤 大硯 伊達市漢字Ⅰ 伊藤 照子 札幌市近代詩

伊藤 野花 洞爺湖町漢字Ⅰ 伊藤 星江 札幌市近代詩

伊藤 和香 札幌市漢字Ⅰ 井上 蛍雪 室蘭市漢字Ⅱ

井上 幻秋 小樽市漢字Ⅰ 猪股 桃華 釧路市漢字Ⅰ

今井 彗星 札幌市漢字Ⅰ 井村 啓邃 苫小牧市漢字Ⅱ

岩井 澄月 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 岩坂 千恵子 札幌市かなⅡ

岩間 弘子 帯広市前　衛 岩村 凍華 札幌市篆　刻

岩村 里都子 旭川市近代詩 岩本 祥凰 札幌市漢字Ⅱ

岩本 蘭雪 北見市漢字Ⅰ 岩山 香艸 北広島市近代詩

上坂 香節 滝川市漢字Ⅰ 上田 翠苑 旭川市近代詩

上高 和子 札幌市近代詩 上野 眠女 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

上野 明翠 苫小牧市漢字Ⅰ 植村 素香 小清水町漢字Ⅰ

魚山 静竹 苫小牧市漢字Ⅱ 浮田 裕美 旭川市近代詩

臼渕 紫水 函館市漢字Ⅰ 打矢 静冬 釧路市近代詩

打矢 静冬 釧路市大　字 打矢 静冬 釧路市前　衛

梅田 光雪 旭川市大　字 梅田 初美 旭川市大　字

梅津 愛 札幌市かなⅡ 梅原 紫風 千歳市近代詩

江口 薔風 北広島市近代詩 江口 學 江別市かなⅡ

及川 洋峯 富良野市漢字Ⅰ 及川 緑鳳 余市町漢字Ⅱ

大井 草風 札幌市近代詩 大石 桂光 札幌市漢字Ⅰ

大江 和枝 函館市大　字 大柿 彩結 苫小牧市漢字Ⅰ

大勝 鈴風 小樽市漢字Ⅰ 大久保 静陽 北見市漢字Ⅱ

大倉 保子 札幌市かなⅡ 大下 尚華 函館市漢字Ⅰ

大島 弘堂 石狩市近代詩 大砂 汀鶴 札幌市漢字Ⅰ

太田 沙 赤平市漢字Ⅱ 太田 竹苑 札幌市漢字Ⅰ
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北海道 （会友公募・公募）
大高 絵里 札幌市前　衛 大高 景和 奥尻町漢字Ⅱ

大高 祥雪 札幌市漢字Ⅰ 大滝 華泉 根室市漢字Ⅱ

大滝 豊翠 札幌市漢字Ⅰ 大竹 佳子 札幌市かなⅡ

大津 青雪 新十津川町漢字Ⅰ 大津 素心 札幌市漢字Ⅰ

大山 煌月 小樽市漢字Ⅰ 岡田 聖秀 岩見沢市漢字Ⅰ

岡部 啓介 札幌市漢字Ⅰ 岡本 渓舟 留萌市漢字Ⅰ

岡本 信翠 釧路市漢字Ⅰ 小川 京蛍 名寄市漢字Ⅰ

小川 清篁 帯広市漢字Ⅰ 沖田 啓峰 苫小牧市漢字Ⅱ

荻原 香邨 岩見沢市漢字Ⅰ 奥山 裕彩 釧路市漢字Ⅰ

小倉 恵芳 岩見沢市漢字Ⅰ 押切 萌苑 札幌市漢字Ⅰ

尾谷 彩華 岩見沢市漢字Ⅰ 越智 爽華 札幌市漢字Ⅰ

小野 玄祥 小樽市かなⅡ 小野 白葉 北広島市漢字Ⅰ

小野寺 香 苫小牧市漢字Ⅰ 小野寺 泰篁 札幌市漢字Ⅰ

小野寺 禮洸 千歳市漢字Ⅰ 小比賀 秋水 札幌市近代詩

甲斐 智恵 富良野市漢字Ⅰ 貝谷 卿真 東川町漢字Ⅰ

葛西 美香 登別市漢字Ⅱ 笠原 蘇心 今金町漢字Ⅱ佳作賞

柏 裕華 北見市漢字Ⅱ 主計 慧葉 千歳市漢字Ⅰ

片桐 煌春 岩見沢市漢字Ⅰ 片山 香流 札幌市漢字Ⅰ

勝山 秀花 白老町漢字Ⅰ 加藤 慶玉 北見市近代詩

加藤 珠峰 岩見沢市漢字Ⅰ 加藤 清翠 登別市漢字Ⅰ

加藤 青鳳 札幌市漢字Ⅰ 加藤 浩子 札幌市近代詩

加藤 由香 札幌市近代詩佳作賞 加藤 由加里 札幌市漢字Ⅱ

門田 広大 紋別市漢字Ⅱ 角谷 京南 札幌市漢字Ⅰ

金川 道子 札幌市前　衛 金子 美流 網走市漢字Ⅰ佳作賞

上河 玲湖 白老町漢字Ⅱ 神治 芳苑 釧路市漢字Ⅰ

上迫 正 帯広市前　衛 河合 紅華 苫小牧市漢字Ⅰ

河合 竹華 岩見沢市漢字Ⅰ 河奥 翠煌 美唄市漢字Ⅰ

川上 桂生 札幌市漢字Ⅰ 川崎 美幸 札幌市漢字Ⅱ

川島 天洞 札幌市篆　刻 川又 紫雪 千歳市近代詩

川村 春珱 札幌市漢字Ⅰ 川村 晶華 栗山町漢字Ⅰ

神田 宏美 札幌市漢字Ⅱ 菊入 秋庭 札幌市漢字Ⅱ

菊池 星 釧路市大　字 菊地 修司 札幌市漢字Ⅱ

菊池 星渚 北見市漢字Ⅰ佳作賞 岸本 将裕 占冠村近代詩

北川 静仰 上富良野町漢字Ⅰ 北島 秀暎 札幌市漢字Ⅰ

北島 三枝 苫小牧市かなⅡ 北隅 静子 札幌市かなⅠ

北村 瑠翠 網走市漢字Ⅰ 木戸 彩雅 苫小牧市漢字Ⅰ

木原 貴流 小樽市漢字Ⅰ 木原 青楓 札幌市漢字Ⅱ

木村 玉扇 札幌市漢字Ⅰ 木村 紫水 小樽市漢字Ⅰ

木村 桃紅 江別市漢字Ⅰ 木村 季恵 津別町漢字Ⅰ

木屋 華祥 根室市漢字Ⅰ 草野 奈央子 恵庭市近代詩

久志 卓世 旭川市近代詩 工藤 訓子 札幌市近代詩

工藤 孝司 北広島市近代詩 久保 華光 札幌市漢字Ⅰ

久保 桂雪 東川町漢字Ⅰ 窪田 瑞星 札幌市漢字Ⅰ

窪田 芳彩 旭川市漢字Ⅰ 熊谷 裕光 札幌市前　衛

熊坂 茜華 札幌市漢字Ⅰ 熊野 彩香 札幌市漢字Ⅰ

倉石 美代江 札幌市近代詩 栗田 久仁子 札幌市かなⅡ

栗田 和峰 津別町漢字Ⅰ 黒川 谿風 東川町近代詩

古賀 抱玉 札幌市漢字Ⅰ 古賀 麗花 札幌市漢字Ⅰ

小久保 哲心 当別町漢字Ⅰ 五嶋 啓秀 苫小牧市漢字Ⅱ

小菅 秀翠 札幌市近代詩 小玉 瑰太 江別市近代詩

小玉 瑰太 江別市大　字 児玉 蒼丘 札幌市近代詩佳作賞

後藤 翠湖 札幌市漢字Ⅰ 小西 摩利子 札幌市近代詩佳作賞

小林 琴瑶 富良野市漢字Ⅰ 小林 谿華 岩見沢市漢字Ⅰ
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北海道 （会友公募・公募）
小林 芳梢 札幌市漢字Ⅰ 駒澤 寛餘 札幌市近代詩

小松 光芒 旭川市近代詩 小松 清玉 江別市漢字Ⅰ

駒橋 渓梢 札幌市漢字Ⅰ 小室 聡美 幕別町前　衛

小山 桂葉 札幌市漢字Ⅱ 小山 青霞 奥尻町漢字Ⅱ

斉藤 逸峯 札幌市漢字Ⅱ 齋藤 桜香 札幌市漢字Ⅰ

斉藤 櫻龍 旭川市近代詩 齋藤 華桜 北見市漢字Ⅰ

斎藤 玉渕 函館市近代詩 斉藤 紫泉 浦幌町漢字Ⅰ

齋藤 紫搖 札幌市漢字Ⅱ 齋藤 邦賢 北見市近代詩

齊藤 穆風 函館市近代詩 酒井 玄象 旭川市近代詩

堺 紅風 函館市漢字Ⅱ 榊 詩園 泊村漢字Ⅰ

榊原 洋子 札幌市篆　刻 坂本 虹春 札幌市漢字Ⅰ

坂本 房子 札幌市漢字Ⅱ 坂本 富美子 旭川市かなⅡ

坂脇 谿秀 札幌市漢字Ⅰ 先田 玲夢 興部町漢字Ⅰ

作田 敬子 札幌市近代詩 佐古 萩月 網走市漢字Ⅰ

佐々木 佳奈 上富良野町漢字Ⅰ 佐々木 琴仙 富良野市漢字Ⅰ

佐々木 慶雲 名寄市漢字Ⅰ 佐々木 紅楓 岩見沢市漢字Ⅰ

佐々木 江峰 江別市漢字Ⅱ 佐々木 洸蓮 安平町漢字Ⅰ

佐々木 紫陽 札幌市漢字Ⅰ秀作賞 佐々木 栴耀 白老町漢字Ⅰ

佐々木 雅美 札幌市近代詩 笹原 啓城 天塩町漢字Ⅱ

笹原 麗佳 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 佐藤 綾乃 札幌市漢字Ⅱ

佐藤 香月 登別市漢字Ⅱ 佐藤 谿艸 札幌市漢字Ⅱ

佐藤 紫玉 千歳市漢字Ⅰ 佐藤 小蘭 札幌市前　衛

佐藤 静香 札幌市漢字Ⅰ 佐藤 茜祥 札幌市漢字Ⅰ

佐藤 経子 札幌市近代詩 佐藤 寿哉 芦別市漢字Ⅱ

佐藤 昌弘 札幌市近代詩 佐藤 幽城 札幌市漢字Ⅰ

佐藤 麗香 紋別市漢字Ⅰ 更科 源順 旭川市近代詩

三本木 美蓮 札幌市漢字Ⅰ 茂野 麗泉 札幌市漢字Ⅰ

志藤 雅苑 札幌市漢字Ⅰ 篠原 桂珠 東川町漢字Ⅰ佳作賞

柴田 美鳳 札幌市近代詩 渋田 秀華 紋別市漢字Ⅰ秀作賞

渋谷 琴川 札幌市漢字Ⅱ 渋谷 凌風 札幌市漢字Ⅰ

島田 銷花 函館市近代詩 下田 章平 札幌市大　字佳作賞

下田 水聲 石狩市漢字Ⅰ 謝花 恵泉 札幌市漢字Ⅱ

宿南 青穂 千歳市漢字Ⅰ 東海林 緋奈 岩見沢市漢字Ⅰ

白石 弥生 大樹町前　衛 新谷 芳艸 岩見沢市漢字Ⅰ

神野 彩蓮 名寄市漢字Ⅰ 菅原 香萩 岩見沢市漢字Ⅰ

菅原 章峯 日高町漢字Ⅱ 菅原 想丘 富良野市漢字Ⅰ

菅原 柳邨 千歳市かなⅠ 杉本 千艸 釧路市漢字Ⅰ

杉山 芳園 札幌市漢字Ⅱ 須郷 久美 札幌市近代詩佳作賞

須郷 由美 札幌市漢字Ⅱ 鈴木 薫花 岩見沢市漢字Ⅰ

鈴木 紅藍 苫小牧市漢字Ⅱ 鈴木 幸子 札幌市近代詩

鈴木 瑞照 網走市漢字Ⅰ 鈴木 翠川 札幌市かなⅡ

鈴木 静華 富良野市漢字Ⅰ 鈴木 青蘋 函館市近代詩

鈴木 未希子 帯広市漢字Ⅰ 鈴木 麗濤 札幌市漢字Ⅰ

須藤 千鶴子 苫小牧市漢字Ⅰ 須藤 隆奎 函館市漢字Ⅰ

須藤 麗萌 苫小牧市漢字Ⅰ 諏訪 桃華 苫小牧市漢字Ⅰ

千代 裕翠 根室市漢字Ⅰ 外崎 紅楓 函館市大　字

園田 一 根室市近代詩 太子 美智子 小樽市かなⅡ

大門 孝治 津別町近代詩 高井 克舟 恵庭市漢字Ⅱ

高岩 聡遥 士別市漢字Ⅰ 高崎 響 釧路市漢字Ⅱ

高瀬 香葆 札幌市漢字Ⅰ 高田 咲記子 札幌市近代詩

高橋 敦子 札幌市近代詩 高橋 彩湖 札幌市漢字Ⅰ秀作賞

高橋 春径 北斗市近代詩 高橋 翠玉 函館市漢字Ⅰ

高橋 翠波 小樽市漢字Ⅰ 高橋 弘子 恵庭市漢字Ⅱ
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高橋 柳泉 幕別町前　衛 高秀 子鶯 札幌市漢字Ⅱ

高秀 子鶯 札幌市かなⅡ 高藤 紅絲 湧別町漢字Ⅰ

高間 翠雲 幕別町漢字Ⅰ 高村 清苑 砂川市漢字Ⅰ

高村 欄月 七飯町近代詩 高屋敷 佳子 函館市前　衛

滝井 東悠 網走市漢字Ⅱ 滝上 恵淑 北広島市漢字Ⅰ

竹内 暁湖 南幌町漢字Ⅰ 竹坂 永津 室蘭市漢字Ⅱ

竹坂 天煌 室蘭市漢字Ⅱ 武田 悦子 札幌市漢字Ⅱ

竹中 双葉 上士幌町近代詩 竹本 珠蓮 旭川市漢字Ⅰ

武山 春艸 札幌市漢字Ⅰ 田澤 綾雨 室蘭市漢字Ⅰ

橘 光鳳 函館市漢字Ⅰ 辰巳 小夜子 札幌市近代詩

田中 暁春 札幌市漢字Ⅰ 田中 聖子 恵庭市漢字Ⅱ

田中 琴舟 新得町漢字Ⅰ 田中 恵柳 札幌市篆　刻毎日賞

田中 古倫 帯広市漢字Ⅰ毎日賞 田中 茜香 岩見沢市漢字Ⅰ

田中 蒼潤 札幌市漢字Ⅰ 田中 美風 旭川市近代詩佳作賞

田中 美鳳 北見市漢字Ⅰ 田中 裕子 帯広市前　衛秀作賞

田辺 麗鶴 北広島市漢字Ⅰ 谷 恵舟 富良野市漢字Ⅰ

谷 静楓 富良野市漢字Ⅰ 谷川 桃苑 函館市近代詩

谷口 翠径 江別市近代詩 谷本 美扇 小樽市かなⅡ

田畑 蒼舟 江差町近代詩 玉井 澄光 札幌市漢字Ⅱ

玉置 房子 札幌市かなⅡ 田村 静香 江別市漢字Ⅱ

田村 奈津子 函館市前　衛 田村 未緒 札幌市漢字Ⅰ

垂石 美秋 札幌市近代詩 檀上 絹子 札幌市近代詩

丹野 翔篁 石狩市漢字Ⅰ 丹羽 裕峰 室蘭市漢字Ⅰ

丹羽 裕峰 室蘭市漢字Ⅱ 千葉 香苑 函館市前　衛

千葉 白姚 中川町近代詩 千葉 有子 札幌市漢字Ⅰ

塚越 春佳 札幌市漢字Ⅰ 辻村 嶺水 札幌市近代詩

辻本 凛華 苫小牧市漢字Ⅰ 土橋 かおり 札幌市漢字Ⅱ

筒井 翠香 札幌市漢字Ⅰ 筒井 豊珠 札幌市漢字Ⅰ

続木 利代 旭川市近代詩 壷井 栄子 石狩市漢字Ⅱ

坪井 蕙蓮 名寄市漢字Ⅰ 手島 美花 江別市漢字Ⅰ

出野 松華 札幌市漢字Ⅰ 出村 陽光 札幌市近代詩

寺井 真舟 岩見沢市漢字Ⅰ 寺島 暉雲 苫小牧市漢字Ⅰ

寺島 青耀 苫小牧市漢字Ⅰ 戸井 春子 札幌市かなⅡ

東海林 峻峰 鷹栖町漢字Ⅰ 東條 めぐみ 江別市漢字Ⅱ

戸川 真緒 札幌市近代詩 十倉 和峰 札幌市漢字Ⅰ

戸坂 笙扇 札幌市漢字Ⅰ 都鳥 緑風 紋別市漢字Ⅰ

富盛 豊鮮 室蘭市漢字Ⅱ佳作賞 外山 華雪 恵庭市漢字Ⅰ

豊田 未央 上富良野町近代詩 豊田 和楓 雄武町漢字Ⅰ

頓所 荷葉 苫小牧市漢字Ⅱ 中尾 春泉 札幌市漢字Ⅰ

中岡 華風 札幌市漢字Ⅱ 長岡 真貴子 札幌市かなⅡ

中川 佳風 函館市前　衛佳作賞 中川 道子 札幌市近代詩

中川 百合子 札幌市前　衛 永倉 清華 函館市漢字Ⅰ

長瀬 淳子 札幌市篆　刻 中田 清美 函館市近代詩

中田 香峰 津別町漢字Ⅰ 長田 幸峰 岩見沢市漢字Ⅰ

中西 希紅 札幌市漢字Ⅰ 永沼 彩翠 函館市近代詩佳作賞

中野 翔光 函館市漢字Ⅰ 中野 翠霞 七飯町漢字Ⅰ

中野 芳舟 芽室町篆　刻 中野 芳舟 芽室町漢字Ⅱ

中野 八重子 恵庭市かなⅡ 中村 飛鳥 恵庭市漢字Ⅰ

中村 秀嶺 小樽市漢字Ⅰ 中村 珠苑 札幌市漢字Ⅰ

中村 瑞鳳 江別市漢字Ⅰ 中村 栖萩 新ひだか町漢字Ⅰ

永森 常代 札幌市前　衛 長家 直子 札幌市前　衛

中安 佳月 網走市漢字Ⅰ 中山 敬豪 北見市漢字Ⅰ

中山 彩苑 札幌市漢字Ⅰ 鳴海 華蓮 札幌市漢字Ⅰ
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北海道 （会友公募・公募）
鳴海 琴萌 北広島市漢字Ⅰ 新川 清水 札幌市漢字Ⅰ

新井山 佳秀 北見市漢字Ⅰ 二階堂 友美 札幌市かなⅡ

西川 竜星 松前町近代詩 西田 晴美 札幌市近代詩

西塚 琴凌 上富良野町漢字Ⅰ 西原 採園 北見市漢字Ⅰ

西森 心哉 富良野市近代詩 西谷 佳保里 札幌市近代詩

二峰 亜紀 北広島市漢字Ⅱ 沼崎 白羚 札幌市漢字Ⅱ

塗 尚流 函館市漢字Ⅰ 年代 奏琴 富良野市漢字Ⅰ

野島 俊岳 陸別町漢字Ⅰ 野田 春暢 札幌市漢字Ⅰ

野村 芳玉 札幌市漢字Ⅱ佳作賞 野呂 洸蘭 富良野市漢字Ⅰ

野呂 美代子 札幌市近代詩 橋爪 玉雪 仁木町漢字Ⅰ

橋場 美鳳 札幌市漢字Ⅰ 橋本 杏華 北見市漢字Ⅰ

長谷川 敬子 江別市かなⅡ 長谷山 菊華 札幌市近代詩

畠中 峰雪 札幌市漢字Ⅰ 畑端 碧洋 岩見沢市漢字Ⅱ

畑山 素絹 網走市漢字Ⅰ 服部 紀子 札幌市かなⅡ

服部 悠洸 千歳市漢字Ⅰ 服部 柚香 札幌市漢字Ⅱ毎日賞

花本 桂輝 東川町漢字Ⅰ 濱 滋 札幌市篆　刻

浜塚 青 上ノ国町近代詩 濱波 裕介 白老町漢字Ⅱ

早坂 友宏 富良野市漢字Ⅰ 林 かほる 札幌市漢字Ⅱ

林 啓彩 余市町漢字Ⅰ 林 香堂 旭川市漢字Ⅰ

林 律子 札幌市かなⅡ 春木 松香 岩見沢市漢字Ⅰ

春木 政昭 白老町篆　刻 東方 澄邦 美瑛町近代詩

東谷 美子 札幌市漢字Ⅰ 疋田 瑞栄 札幌市漢字Ⅱ

樋口 翠園 岩見沢市漢字Ⅰ 日暮 豊翠 池田町近代詩

久田 房子 網走市漢字Ⅱ 平井 麻衣子 札幌市漢字Ⅱ

平泉 渓秋 名寄市漢字Ⅰ 平岡 華眞 帯広市漢字Ⅰ

平川 紅蘭 岩見沢市漢字Ⅱ 平佐 支星 札幌市漢字Ⅰ

平鍋 寛舟 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 平野 静子 札幌市漢字Ⅱ

古月 真奈美 札幌市前　衛佳作賞 深澤 游華 紋別市漢字Ⅰ

深町 彩月 札幌市漢字Ⅰ 福井 庸子 函館市近代詩

福岡 直美 札幌市前　衛 福島 美里 千歳市漢字Ⅰ

藤井 瑞晃 札幌市漢字Ⅰ 藤沢 錦水 石狩市漢字Ⅰ

藤田 佳楓 札幌市漢字Ⅰ 藤田 琴鴻 富良野市漢字Ⅰ

藤田 桂粋 東川町漢字Ⅰ 藤田 風花 札幌市近代詩

藤森 翠湖 札幌市漢字Ⅰ 藤森 孝子 札幌市近代詩

藤原 香雪 鶴居村漢字Ⅰ 藤原 雪城 清水町漢字Ⅰ

古内 博峰 旭川市漢字Ⅰ佳作賞 古川 祥蓮 旭川市漢字Ⅰ

古屋 翠石 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 宝田 華鈴 苫小牧市漢字Ⅰ

星野 丘曄 旭川市近代詩 細川 明美 占冠村近代詩

細川 翠光 札幌市漢字Ⅰ 保見 夢萌 音更町篆　刻

堀 竹穂 奈井江町漢字Ⅱ 堀切 晴加 札幌市漢字Ⅰ

堀部 峰堂 白老町漢字Ⅱ 本間 恵美子 江別市漢字Ⅱ毎日賞

本間 彩苑 当別町漢字Ⅰ 本谷 静涛 富良野市大　字

前 匡恵 札幌市かなⅡ 前田 清華 帯広市漢字Ⅰ

澗潟 逍風 白老町漢字Ⅰ 牧 豊流 札幌市漢字Ⅱ

増田 紅悦 札幌市漢字Ⅰ 松井 香黄 鶴居村漢字Ⅰ

松浦 明子 札幌市かなⅡ 松浦 琴華 富良野市漢字Ⅰ

松浦 春光 紋別市漢字Ⅰ 松浦 瑞溪 北見市漢字Ⅰ

松浦 翠萌 苫小牧市漢字Ⅰ 松浦 静園 北見市漢字Ⅰ

松田 捷宣 札幌市近代詩 松永 翠香 伊達市漢字Ⅰ

松並 如吟 釧路市漢字Ⅰ 松原 柊花 札幌市漢字Ⅱ

松原 翠嶺 東川町漢字Ⅱ 松原 瞳晃 名寄市漢字Ⅰ

松村 観峰 札幌市漢字Ⅰ 松本 香花 南幌町漢字Ⅰ

丸亀 清研 札幌市かなⅠ 丸山 寵秋 札幌市近代詩
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北海道 （会友公募・公募）
丸山 幸子 札幌市漢字Ⅱ 三浦 桂星 小樽市漢字Ⅰ

三浦 幸子 上富良野町漢字Ⅰ 三上 幹城 札幌市漢字Ⅰ

三上 啓子 札幌市近代詩 三木田 豊村 新ひだか町漢字Ⅰ

水野 周弘 札幌市篆　刻 水野 青鶴 札幌市漢字Ⅱ

水野 朋鶴 札幌市漢字Ⅰ 三田 紫泉 函館市漢字Ⅰ

光井 玉麗 札幌市漢字Ⅰ 三戸部 芳華 札幌市漢字Ⅱ

湊 美舟 札幌市漢字Ⅰ 南 淡月 旭川市漢字Ⅱ

源 小慶 札幌市漢字Ⅱ 源 小慶 札幌市かなⅡ

三野 孤石 赤平市漢字Ⅱ毎日賞 見延 千鶴 札幌市漢字Ⅰ

蓑輪 窓秋 名寄市漢字Ⅰ 御厩 峻雪 旭川市漢字Ⅰ

宮崎 華苑 札幌市漢字Ⅰ 宮本 紅凛 富良野市漢字Ⅰ

宮本 洋志 根室市大　字 宮本 眞理子 旭川市大　字

宮脇 玄徳 札幌市漢字Ⅱ 三好 舜風 札幌市漢字Ⅱ

武藤 紫芳 札幌市近代詩 六鎗 穹光 今金町近代詩

村上 龍堂 北竜町漢字Ⅰ 村田 海鳳 釧路市漢字Ⅰ

村中 碧涛 苫小牧市漢字Ⅰ 村松 梨芳 札幌市近代詩

毛利 孝子 札幌市かなⅡ 森 唐花 函館市近代詩

森 涌仙 札幌市漢字Ⅱ 森井 彩華 札幌市近代詩

森田 絢美 中富良野町近代詩 森田 洸風 栗山町漢字Ⅰ

森本 梢遥 江別市漢字Ⅰ 矢澤 輝乙 芽室町漢字Ⅱ佳作賞

矢嶋 絖苑 苫小牧市漢字Ⅰ 安江 翠泉 更別村漢字Ⅱ

安江 蒼冥 更別村篆　刻 安川 翠蘭 札幌市漢字Ⅰ

山岸 秀泉 余市町漢字Ⅰ 山口 翠順 紋別市漢字Ⅰ

山口 美洲 札幌市漢字Ⅱ 山崎 一聲 札幌市近代詩

山下 圭子 札幌市漢字Ⅱ 山科 賢児 札幌市漢字Ⅱ

山田 光希 釧路市漢字Ⅰ 山田 このみ 旭川市近代詩

山田 秀美 日高町漢字Ⅰ 山田 翔子 札幌市漢字Ⅰ

山田 聴洋 札幌市漢字Ⅱ 山田 飛炎 北見市漢字Ⅱ

山田 由紀 札幌市近代詩 山道 俊玲 苫小牧市漢字Ⅱ

山本 啓城 室蘭市漢字Ⅰ 山本 珠雪 札幌市漢字Ⅰ

山本 代富 札幌市近代詩 山本 久代 札幌市近代詩

山本 豊 稚内市漢字Ⅱ 山屋 径子 札幌市近代詩佳作賞

結城 久江 札幌市漢字Ⅱ 遊佐 聖湖 当別町漢字Ⅰ

横石 泰泉 滝上町漢字Ⅰ 横川 春城 札幌市漢字Ⅱ

横澤 英子 旭川市近代詩 横地 香曄 札幌市近代詩

横山 晃秀 根室市近代詩 横山 晃秀 根室市漢字Ⅱ

横山 香苑 岩見沢市漢字Ⅰ 横山 紫雪 函館市漢字Ⅰ

横山 美貴子 清水町篆　刻 吉岡 紗千子 旭川市近代詩

吉岡 美尚 札幌市漢字Ⅰ 吉川 玉峯 札幌市漢字Ⅰ

吉田 卓 札幌市漢字Ⅱ佳作賞 吉田 晴賀 札幌市漢字Ⅱ

吉田 玲子 札幌市漢字Ⅱ 吉本 秀雪 江別市近代詩

米増 暁蓮 名寄市漢字Ⅰ 米増 美保子 旭川市かなⅡ

米山 秋水 名寄市漢字Ⅰ 米山 春水 名寄市漢字Ⅰ

若林 芳翠 札幌市漢字Ⅰ 若林 睦水 上富良野町漢字Ⅰ

輪島 穂苑 伊達市漢字Ⅰ 渡辺 淳子 帯広市前　衛

渡辺 英華 岩見沢市漢字Ⅱ 渡辺 芳春 今金町漢字Ⅱ

渡辺 妙恵 札幌市漢字Ⅰ 渡部 早裕利 札幌市漢字Ⅱ

渉里 芳昭 旭川市漢字Ⅰ
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北海道 （Ｕ23）
新井 沙季 上富良野町漢字Ⅰ 石川 洋介 旭川市近代詩

石澤 俊介 旭川市近代詩U23毎日賞 板谷 巴那子 旭川市近代詩

伊藤 宏介 江別市漢字Ⅱ 伊藤 愛 当麻町近代詩

入船 心太朗 旭川市大　字 岩野 はる香 札幌市漢字Ⅰ

歌川 なぎさ 札幌市近代詩 歌川 なぎさ 札幌市漢字Ⅱ

大友 香奈 旭川市近代詩 加賀澤 参星 札幌市漢字ⅡU23奨励賞

柿原 千晶 旭川市近代詩 金堀 幸奈 岩見沢市漢字Ⅱ

金子 理絵 札幌市かなⅡ 河原 弘法 苫小牧市漢字Ⅱ

木村 桜春 札幌市漢字Ⅱ 木村 昌代 岩見沢市漢字Ⅱ

工藤 小栗 札幌市漢字ⅡU23奨励賞 工藤 小栗 札幌市近代詩

小石 千尋 札幌市漢字Ⅱ 越浦 一葉 江別市かなⅡ

越浦 一葉 江別市漢字Ⅱ 越前 結 札幌市かなⅡU23奨励賞

越前 結 札幌市近代詩 児玉 唯 千歳市かなⅡ

斎藤 瑞加 札幌市漢字Ⅱ 酒井 愛里 岩見沢市漢字Ⅱ

佐々木 舞子 旭川市近代詩 鹿田 彩美 札幌市漢字Ⅱ

重綱 沙耶 旭川市漢字Ⅰ 清水 綾 旭川市近代詩U23奨励賞

清水 春花 札幌市近代詩 菅川 らん 札幌市漢字Ⅰ

菅原 友紀 札幌市漢字Ⅱ 鈴木 彩音 札幌市漢字Ⅱ

高橋 枝里 札幌市かなⅡ 高橋 竜平 稚内市近代詩

谷口 絵理 苫小牧市漢字Ⅰ 田渕 秀典 東川町近代詩

土佐 一彌 札幌市近代詩 永浦 直幸 函館市漢字Ⅰ

中嶋 育美 旭川市近代詩 西田 真理 旭川市大　字U23奨励賞

西田 真理 旭川市近代詩 野田 桃子 北広島市漢字ⅡU23奨励賞

橋本 侑馬 登別市近代詩 橋本 侑馬 登別市漢字Ⅱ

長谷川 広恵 幌加内町近代詩 長谷川 悠貴 札幌市漢字Ⅱ

長谷川 悠貴 札幌市近代詩 幅田 友絵 札幌市かなⅡ

早川 絵理花 斜里町近代詩 日置 智蓮 札幌市漢字ⅠU23奨励賞

百武 千明 岩見沢市漢字Ⅱ 百武 千明 岩見沢市かなⅡ

平井 謙 札幌市漢字Ⅱ 福澤 亜耶 岩見沢市近代詩U23奨励賞

藤田 紅歩 富良野市漢字Ⅰ 船越 洋輔 苫小牧市漢字Ⅰ

細川 はるか 旭川市近代詩 細木 慎太 恵庭市漢字Ⅱ

堀 こころ 札幌市かなⅡ 本田 さち 札幌市かなⅡ

松木 有乃 函館市近代詩 松田 遥香 名寄市漢字Ⅰ

圓中 琳花 苫小牧市漢字Ⅱ 三橋 美里 札幌市漢字Ⅱ

皆上 翔太郎 札幌市漢字Ⅱ 椋本 愛子 札幌市漢字Ⅰ

椋本 縁里 札幌市漢字Ⅱ 山内 美代 滝川市漢字Ⅰ

山口 舞子 江別市漢字Ⅱ 横尾 朋香 札幌市かなⅡ

吉田 真利奈 岩見沢市漢字Ⅱ
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