
栃木県 （会友公募・公募）
相田 正子 佐野市近代詩 相田 蘆山 佐野市近代詩

青木 瑛 宇都宮市漢字Ⅱ毎日賞 赤坂 梅苑 佐野市漢字Ⅰ

秋山 浩志 日光市刻　字毎日賞 穐山 真由美 小山市かなⅡ

阿久津 寳綵 日光市かなⅠ 穴原 佐舟 足利市漢字Ⅰ

阿部 有貴 鹿沼市篆　刻 荒田 翔鶴 那須塩原市漢字Ⅱ

飯島 保洞 小山市刻　字 飯泉 容子 小山市篆　刻

池田 草楽 宇都宮市漢字Ⅱ 石川 久江 宇都宮市大　字

石戸 松波 日光市漢字Ⅱ 石丸 璋 栃木市かなⅡ

出井 悦華 栃木市漢字Ⅰ 伊藤 香径 鹿沼市漢字Ⅰ

伊藤 香径 鹿沼市近代詩 伊東 ひろ子 宇都宮市かなⅡ

井野 維子 宇都宮市大　字 稲生 展子 小山市かなⅠ

猪瀬 富美 下野市漢字Ⅱ 猪瀬 富美 下野市大　字

今井 拓造 高根沢町漢字Ⅱ 今井 文子 宇都宮市近代詩

岩田 誠華 宇都宮市漢字Ⅰ 上野 紅鴛 宇都宮市近代詩

上山 順子 那須塩原市かなⅡ 氏家 真鴻 栃木市漢字Ⅱ

薄井 明 矢板市漢字Ⅱ 内山 恵利子 大田原市漢字Ⅱ

内山 利舟 大田原市かなⅡ 梅澤 幽酔 真岡市漢字Ⅱ

漆原 栄 足利市刻　字 永塚 薫風 宇都宮市漢字Ⅱ

大川 翠巌 矢板市篆　刻 大島 英里奈 栃木市漢字Ⅱ

大島 俊幸 塩谷町漢字Ⅱ 大関 絹恵 矢板市大　字

大関 都史 日光市漢字Ⅱ 大塚 浩泉 高根沢町かなⅡ

大橋 白鷹 宇都宮市刻　字 大平 義一 宇都宮市刻　字佳作賞

岡田 翔舟 芳賀町漢字Ⅰ 小玉 新 佐野市近代詩

落合 紅華 鹿沼市漢字Ⅰ 小野 泰子 宇都宮市かなⅡ

小野崎 啓太 矢板市大　字佳作賞 恩田 勇雲 栃木市漢字Ⅰ

風間 慶子 鹿沼市篆　刻 片桐 和佳子 宇都宮市近代詩

加藤 緋寳 鹿沼市かなⅠ 金子 栖夕 佐野市漢字Ⅱ

釜井 詔子 宇都宮市漢字Ⅱ 河合 恒明 宇都宮市篆　刻

川上 仙谿 大田原市大　字 川上 千抱 茂木町刻　字

川上 天峯 宇都宮市大　字 河瀬 雄太郎 矢板市漢字Ⅱ

川田 慎如 佐野市かなⅠ 神藤 信子 宇都宮市近代詩

菊池 正子 宇都宮市近代詩 北澤 朔林 宇都宮市近代詩

國吉 恵泉 佐野市近代詩佳作賞 倉田 松苑 足利市漢字Ⅰ

倉田 安子 宇都宮市大　字 黒川 和代 下野市漢字Ⅰ

黒田 裕子 栃木市漢字Ⅱ 桑子 暉永 佐野市近代詩

見目 幸会 芳賀町大　字 合田 昌陽 小山市漢字Ⅰ

小暮 遊石 足利市漢字Ⅰ 小林 悠香 宇都宮市漢字Ⅱ

小松 正子 那須塩原市かなⅡ 齋藤 秀男 高根沢町刻　字

齋藤 寳統 宇都宮市近代詩 齋藤 正子 高根沢町刻　字佳作賞

坂下 歸真 小山市近代詩 作佐部 京子 宇都宮市篆　刻毎日賞

佐藤 ツル 宇都宮市かなⅡ 三條 心堂 宇都宮市漢字Ⅱ

山王堂 芳翠 宇都宮市漢字Ⅱ 塩野 玄機 大田原市大　字

塩畑 良雅 宇都宮市漢字Ⅰ 茂田 洋子 小山市かなⅡ

篠崎 春水 下野市近代詩 清水 春抄 佐野市漢字Ⅱ

清水 天悠 宇都宮市漢字Ⅰ 菅俣 青洋 芳賀町大　字

杉山 萌幹 那須烏山市大　字 杉山 真理 栃木市篆　刻

鈴木 愛子 宇都宮市かなⅡ秀作賞 鈴木 典城 宇都宮市刻　字

鈴木 直樹 宇都宮市篆　刻 鈴木 良子 宇都宮市近代詩

鈴木 涼香 宇都宮市漢字Ⅰ 須藤 松嶺 宇都宮市近代詩

関 艸楽 那須烏山市刻　字 関根 英春 下野市大　字

五月女 章子 宇都宮市漢字Ⅱ 五月女 章子 宇都宮市大　字

早乙女 艸心 栃木市漢字Ⅱ 五月女 政子 栃木市かなⅡ

高橋 紀子 さくら市漢字Ⅱ 高橋 明珠 佐野市近代詩
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栃木県 （会友公募・公募）
田中 啓子 壬生町漢字Ⅰ 田中 寳伸 日光市近代詩

田中 正代 小山市かなⅠ 田中 正代 小山市近代詩

田波 史江 小山市篆　刻 玉居子 浩美 塩谷町漢字Ⅱ

力石 庸子 野木町漢字Ⅱ 辻 太朗 矢板市大　字

恒川 典壽 宇都宮市漢字Ⅱ 寺内 礼子 壬生町かなⅠ

豊田 有沙 宇都宮市漢字Ⅱ 長山 洋子 さくら市大　字

夏井 曄俊 宇都宮市漢字Ⅱ 野中 林雨 高根沢町漢字Ⅱ

橋本 竹泉 宇都宮市漢字Ⅱ 橋本 鳳泉 宇都宮市漢字Ⅱ

花塚 香陽 さくら市漢字Ⅱ 原 彩霞 野木町近代詩

人見 祐子 那須塩原市大　字 平澤 大廣 宇都宮市漢字Ⅰ

平山 紫香 那須塩原市漢字Ⅱ 弘山 晄華 真岡市大　字

福田 紗季 栃木市篆　刻佳作賞 福田 寳蓮 鹿沼市かなⅠ

福田 寳蓮 鹿沼市近代詩 二村 順子 小山市かなⅡ

古橋 英雄 宇都宮市刻　字 増田 節子 足利市刻　字

松田 芳美 宇都宮市漢字Ⅱ 松本 真澄 宇都宮市かなⅡ

真野 桜雅 宇都宮市漢字Ⅰ 水沼 美明 鹿沼市漢字Ⅱ

皆川 慎慧 小山市かなⅠ 簑和田 翠泉 佐野市近代詩

宗田 常江 足利市刻　字 宗田 芳翠 足利市刻　字

森 幸子 宇都宮市近代詩 森永 寛子 小山市篆　刻

柳本 和子 下野市かなⅡ 山賀 美幸 鹿沼市かなⅡ

山上 香久 足利市漢字Ⅱ 山岸 慎栄 小山市かなⅠ

山崎 素庵 宇都宮市刻　字 山中 真璃 宇都宮市漢字Ⅱ

山根 九皐 栃木市漢字Ⅰ 山野井 文子 小山市かなⅡ

山畑 伶子 宇都宮市漢字Ⅱ 山本 響花 宇都宮市近代詩

山本 佳子 宇都宮市漢字Ⅱ 和田 芳華 高根沢町漢字Ⅱ

渡辺 綾子 小山市大　字 渡辺 絹子 栃木市かなⅡ

渡邉 寳禮 鹿沼市近代詩佳作賞 渡邊 由里子 さくら市かなⅠ
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栃木県 （Ｕ23）
秋元 央嗣 さくら市大　字U23奨励賞 安藤 寳遼 鹿沼市近代詩

岩渕 真未 下野市近代詩 生方 俊 真岡市漢字Ⅰ

大塚 寳扇 鹿沼市かなⅠ 岡田 麻央 宇都宮市漢字Ⅱ

柴田 寳燦 日光市近代詩 鶴見 秀俊 真岡市大　字

長尾 博代 栃木市近代詩 深谷 仁美 日光市近代詩

福田 寳桜 日光市近代詩 福冨 早紀 小山市大　字U23奨励賞

渡邊 友里 日光市かなⅠ
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