
青森県 （会友公募・公募）
相内 珠莉 むつ市前　衛 上路 彩炎 東通村前　衛

阿保 芳子 むつ市前　衛 荒川 瑠川 弘前市刻　字

石田 香 八戸市前　衛 市川 賀雪 青森市漢字Ⅰ

市川 紫泉 八戸市近代詩佳作賞 内山 美安 弘前市近代詩

大橋 協司 八戸市篆　刻 大橋 泰昂 八戸市漢字Ⅰ

小山内 光琇 平川市漢字Ⅱ 尾野 鈴子 青森市近代詩

小野澤 香織 八戸市刻　字 葛西 大介 田舎館村刻　字佳作賞

川田 幸仁 青森市漢字Ⅱ 河端 祥桜 八戸市前　衛

工藤 寛香 弘前市漢字Ⅰ 工藤 幸基 むつ市近代詩

倉内 早苗 弘前市近代詩 倉光 裕香 十和田市刻　字

小堀 白鵞 弘前市近代詩 駒井 ヨシ子 三沢市かなⅡ

齋藤 絵里 弘前市近代詩 斎藤 智人 弘前市漢字Ⅱ

齊藤 舞音 藤崎町近代詩 佐々木 湖楓 むつ市近代詩

佐々木 游水 弘前市漢字Ⅱ 佐藤 花梢 むつ市刻　字

佐藤 寿子 弘前市漢字Ⅰ 佐藤 夕香 八戸市刻　字

澤田 佳奈子 弘前市刻　字 下沢 博美 八戸市前　衛佳作賞

神 美香 青森市前　衛 菅原 博峰 弘前市漢字Ⅱ

鈴木 香風 五所川原市刻　字 須藤 明美 弘前市近代詩

清藤 圭香 弘前市漢字Ⅱ 清藤 圭香 弘前市漢字Ⅰ佳作賞

関向 千樺 藤崎町近代詩 銭谷 雪蘭 青森市近代詩

速応 久耀 八戸市漢字Ⅰ 高橋 清子 三沢市前　衛

高原 紗秀 むつ市前　衛 高原 梨秀 むつ市前　衛

竹内 璋香 弘前市漢字Ⅱ 竹内 俊江 弘前市近代詩

田澤 館楓 田舎館村近代詩 玉熊 之瑞 青森市漢字Ⅰ

玉田 春岱 弘前市近代詩 田村 旭香 弘前市漢字Ⅰ

千田 信江 青森市前　衛 津川 香 黒石市刻　字

津川 瑠美子 黒石市刻　字 津島 美幸 五所川原市刻　字

蔦谷 紘香 弘前市漢字Ⅰ 中井 亮香 弘前市漢字Ⅱ

長尾 貫清 青森市漢字Ⅰ 中田 淳子 弘前市漢字Ⅰ

中野 廣峰 八戸市漢字Ⅰ 中村 粋玲 八戸市漢字Ⅰ

奈良 芳園 八戸市刻　字 成田 東城 黒石市漢字Ⅱ

成田 東城 黒石市近代詩 西村 佳子 青森市前　衛

野崎 波 弘前市漢字Ⅱ 野呂 新一 藤崎町刻　字

芳賀 泉 平川市漢字Ⅱ 馬場 邑舜 むつ市前　衛

羽深 深山 八戸市刻　字 原田 良子 弘前市漢字Ⅱ

福井 香奈子 青森市漢字Ⅱ 藤田 奈々子 弘前市漢字Ⅰ

布施 瑞弘 むつ市近代詩 布施 瑞弘 むつ市漢字Ⅱ

古谷 諶峰 黒石市漢字Ⅰ 古谷 諶峰 黒石市漢字Ⅱ

細川 琉晟 黒石市近代詩 細越 春陽 八戸市刻　字

前田 龍翠 十和田市刻　字 眞角 碧雲 むつ市刻　字

蒔苗 由珠 むつ市前　衛 侭田 希子 むつ市近代詩

盛 瑠利 弘前市近代詩 矢越 郁也 むつ市近代詩

安田 憲子 弘前市近代詩 安田 大智 青森市漢字Ⅰ

柳町 真穂 八戸市前　衛 山崎 朝子 弘前市漢字Ⅱ

山本 春香 むつ市近代詩 湯川 皋雲 むつ市刻　字

横山 亜未 弘前市漢字Ⅱ 横山 翠霞 弘前市漢字Ⅱ

横山 翠霞 弘前市漢字Ⅰ 吉田 富美子 八戸市前　衛

渡邊 静子 むつ市近代詩
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青森県 （Ｕ23）
相内 菜摘 むつ市漢字ⅡU23奨励賞 工藤 紀子 むつ市前　衛

齋藤 友佳 八戸市前　衛 佐々木 夏美 むつ市近代詩

佐々木 のどか むつ市近代詩 澤田 幸穗 弘前市漢字Ⅱ

西山 裕人 むつ市近代詩 山田 俊哉 むつ市近代詩U23新鋭賞

和田 絢香 八戸市近代詩

2/2 ページ


