
群馬県 （会友公募・公募）
相川 相雲 富岡市漢字Ⅱ 相澤 敦子 前橋市前　衛

青木 江理子 高崎市かなⅡ 青木 喜代子 高崎市かなⅡ

青木 桂洞 高崎市かなⅡ 青木 穂泉 昭和村漢字Ⅰ

青木 雄渾 渋川市漢字Ⅰ 青木 令玉 前橋市かなⅠ

赤石 紅葉 伊勢崎市大　字 秋山 彩雲 伊勢崎市漢字Ⅱ

秋山 万亀江 高崎市かなⅡ 阿久澤 隆華 前橋市かなⅠ

阿部 幸子 富岡市前　衛 阿部 詩泉 みなかみ町漢字Ⅱ

天笠 千峰 伊勢崎市漢字Ⅰ 新井 紘翠 前橋市かなⅡ

新井 てい 高崎市漢字Ⅰ 新井 容美 高崎市漢字Ⅱ

新井 マキ子 前橋市かなⅠ 新井 美知枝 高崎市かなⅠ

荒井 玲子 前橋市かなⅠ 荒木 さわ子 前橋市かなⅡ

有沢 江雪 安中市大　字 飯島 律子 高崎市かなⅠ

飯塚 恭竹 安中市漢字Ⅱ 飯塚 冨穂 渋川市漢字Ⅱ

飯塚 美柳 前橋市かなⅡ 池田 惠泉 みなかみ町漢字Ⅰ佳作賞

石井 和子 渋川市前　衛 石井 恭柳 前橋市かなⅡ

石川 美恵子 高崎市かなⅡ 石田 典子 前橋市かなⅠ

石塚 真奈美 高崎市前　衛 石原 清子 前橋市かなⅡ

磯田 好蘭 桐生市漢字Ⅰ 井田 慎堂 伊勢崎市近代詩

市川 詠二 藤岡市漢字Ⅰ 伊藤 天泣 安中市漢字Ⅱ

稲葉 勝治 館林市漢字Ⅰ 井上 恵子 高崎市前　衛秀作賞

今井 香雪 太田市漢字Ⅰ 今井 時恵 高崎市漢字Ⅰ

今成 芳雲 渋川市漢字Ⅱ 伊与久 幸苔 安中市近代詩

伊与久 苔仙 安中市大　字 入澤 清閑 みなかみ町漢字Ⅰ

岩田 恵 榛東村前　衛 植木 圭子 前橋市かなⅡ

上原 虹舟 安中市漢字Ⅱ 上原 稍華 富岡市漢字Ⅱ

上原 翠晶 高崎市かなⅡ 上原 清玉 安中市漢字Ⅱ

植村 冨美子 前橋市かなⅡ 内田 葉子 高崎市かなⅡ

海野 華舟 みどり市漢字Ⅰ 江田 茂夫 太田市かなⅡ

榎田 和子 前橋市かなⅡ 榎本 幸子 前橋市かなⅡ

江原 正枝 前橋市かなⅡ 大崎 富枝 前橋市かなⅠ

大澤 皓華 大泉町大　字 大澤 淑江 前橋市かなⅠ

大島 欽也 前橋市かなⅡ 大島 優子 安中市漢字Ⅰ

大図 みずほ 前橋市かなⅡ 太田 寛夢 伊勢崎市かなⅠ

太田 寛夢 伊勢崎市近代詩 太田 真柳 高崎市近代詩

大滝 清華 中之条町漢字Ⅱ 大橋 久美子 吉岡町前　衛

大橋 耿蓉 伊勢崎市漢字Ⅰ 青海 秀山 高崎市漢字Ⅱ

岡田 翠笙 高崎市漢字Ⅰ 岡田 貞翠 前橋市かなⅡ

小倉 奈美枝 高崎市漢字Ⅰ 小椋 礼子 高崎市前　衛

小澤 昇山 伊勢崎市漢字Ⅱ 小澤 美翠 前橋市漢字Ⅰ毎日賞

小田中 幸代 前橋市かなⅡ 女屋 久暎 前橋市近代詩

小野沢 利智 前橋市刻　字 笠原 清 前橋市かなⅡ

笠原 信充 片品村漢字Ⅰ 片山 行雲 安中市漢字Ⅱ

加藤 常雪 館林市刻　字 門脇 信子 前橋市前　衛

金井 礼風 安中市漢字Ⅱ 鹿沼 梅月 みどり市近代詩

金子 春水 中之条町漢字Ⅰ 金子 蘆城 沼田市かなⅡ

加納 順子 榛東村前　衛 加部 香奈恵 東吾妻町前　衛

鎌田 洋祐 前橋市前　衛 唐澤 錦秋 沼田市漢字Ⅱ

刈込 てるみ 高崎市かなⅡ 川崎 麗翠 高崎市かなⅡ

川島 桂子 藤岡市前　衛 川島 秀苑 桐生市漢字Ⅰ

川田 幸風 沼田市漢字Ⅱ 菊原 虹川 桐生市近代詩

木暮 純子 伊勢崎市かなⅠ 岸 直美 高崎市前　衛

岸 由美子 渋川市前　衛 北澤 愛歌 前橋市漢字Ⅰ

北澤 静華 太田市前　衛 北村 欣子 高崎市かなⅠ
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群馬県 （会友公募・公募）
木村 栄子 みどり市漢字Ⅱ 木村 澄子 高崎市前　衛

木村 芳貴 太田市かなⅡ 木村 裕子 前橋市かなⅡ

久保田 伸子 高崎市前　衛 熊澤 利奈子 高崎市漢字Ⅰ

栗原 心華 伊勢崎市漢字Ⅰ 黒澤 やえ子 前橋市かなⅠ

黒田 芸邑 富岡市漢字Ⅱ 桑原 渓雪 片品村大　字

計良 智恵子 高崎市漢字Ⅰ 小池 江柳 玉村町かなⅡ

小池 朴堂 沼田市漢字Ⅰ 小板橋 煌舟 安中市大　字佳作賞

高坂 輝子 前橋市かなⅡ 河野 美幸 前橋市かなⅠ

後閑 妙子 前橋市漢字Ⅰ 小暮 幸代 藤岡市漢字Ⅰ

小嶋 虹扇 藤岡市漢字Ⅱ 小林 華舟 伊勢崎市大　字

小林 紀美代 前橋市かなⅡ 小林 春江 みどり市漢字Ⅱ

小林 如竹 安中市大　字 小林 清翠 安中市漢字Ⅱ

小林 嘉江 太田市かなⅡ佳作賞 斎藤 虹苑 高崎市漢字Ⅱ

斎藤 咲花 高崎市漢字Ⅱ 酒井 恵子 高崎市かなⅡ佳作賞

坂井 初江 前橋市前　衛 酒井 真寿江 前橋市かなⅡ

桜井 弘子 前橋市かなⅠ 佐々木 麗花 高崎市かなⅡ

佐藤 加奈子 富岡市かなⅡ佳作賞 佐藤 京美 富岡市かなⅡ

佐藤 崇舟 前橋市近代詩 佐藤 千佳子 前橋市かなⅡ

佐藤 美翠 太田市漢字Ⅰ 佐藤 藤代 高崎市漢字Ⅰ

佐藤 芳栄 桐生市近代詩 佐藤 美津子 高崎市かなⅡ

佐藤 和雲 下仁田町漢字Ⅱ 佐野 双袖 高崎市漢字Ⅰ

澤 実千代 富岡市漢字Ⅰ 澤野 美代子 前橋市前　衛

澤山 慧泉 高崎市近代詩 塩谷 和仙 渋川市かなⅡ

塩田 光枝 前橋市かなⅡ 鹿田 世志江 前橋市かなⅠ

設楽 彩雲 高崎市大　字 品田 竹葉 藤岡市漢字Ⅱ

篠原 秀雨 高崎市漢字Ⅰ 島崎 翠風 安中市漢字Ⅱ

清水 キヨ子 前橋市かなⅡ 清水 幸子 高崎市かなⅡ

清水 節子 渋川市かなⅠ 清水 弘子 高崎市漢字Ⅰ

下平 和子 高崎市かなⅡ 下村 道子 前橋市かなⅡ

正田 渓泉 伊勢崎市漢字Ⅱ 神宮 小華 高崎市漢字Ⅰ

神保 千代子 前橋市かなⅡ 杉浦 菊枝 前橋市漢字Ⅰ

助川 幽華 前橋市漢字Ⅱ毎日賞 鈴木 芸碩 甘楽町漢字Ⅱ

須田 幸子 前橋市かなⅡ 須田 マスエ 沼田市かなⅡ

須藤 ミヨ 前橋市かなⅡ 砂岡 裕子 高崎市前　衛

砂長 敦子 高崎市かなⅡ 須永 清石 桐生市漢字Ⅱ

砂川 洋子 前橋市前　衛 関口 菊枝 太田市かなⅠ

関口 恵子 安中市漢字Ⅰ 関口 ヤヨエ 渋川市かなⅡ

関田 貴華 板倉町漢字Ⅰ 関田 洋子 伊勢崎市かなⅡ

関根 亜紀 高崎市かなⅡ 関谷 明美 前橋市前　衛

関谷 千恵美 前橋市前　衛 袖野 愉己子 桐生市漢字Ⅱ

高草木 真保 桐生市近代詩 高田 虹舟 高崎市漢字Ⅱ

高橋 香仙 伊勢崎市漢字Ⅰ 高橋 蛍舟 富岡市漢字Ⅱ

高橋 光津 沼田市大　字 高橋 沙緒理 東吾妻町前　衛

高橋 はる江 高崎市かなⅡ 高橋 正子 高崎市かなⅡ

高橋 瑞華 桐生市漢字Ⅱ 高橋 みね子 前橋市かなⅠ

高見澤 麗春 高崎市漢字Ⅰ 高山 紅苑 前橋市漢字Ⅰ

高山 幽翠 東吾妻町前　衛 滝沢 啓子 前橋市かなⅡ

滝沢 虹草 沼田市かなⅡ 滝沢 紫香 前橋市漢字Ⅰ

武井 錦石 安中市大　字 武井 卓舟 安中市大　字

武井 望舟 安中市大　字 竹内 竹山 安中市漢字Ⅱ

竹澤 直美 嬬恋村かなⅡ 竹田 西光 安中市大　字

田島 育子 渋川市かなⅠ 田島 順舟 前橋市漢字Ⅰ秀作賞

田嶋 美穂 高崎市かなⅡ 田部井 富美子 前橋市かなⅡ
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田村 墨仙 前橋市漢字Ⅰ 千田 紫燿 桐生市漢字Ⅰ

千田 翠宇 桐生市漢字Ⅰ 千葉 胡堂 前橋市漢字Ⅰ

塚田 春陽 みどり市近代詩秀作賞 津久井 静江 高崎市かなⅡ

堤 裕子 吉岡町前　衛 田 栄岳 みなかみ町漢字Ⅱ

椿 紅華 桐生市漢字Ⅰ 寺嶋 窓月 安中市漢字Ⅱ

寺島 洋子 渋川市前　衛 樋田 以久代 高崎市かなⅡ

時澤 脊禮 甘楽町漢字Ⅱ 徳永 美恵子 前橋市かなⅡ

登坂 義峰 みなかみ町漢字Ⅰ 戸塚 美智子 高崎市漢字Ⅰ

外所 智華 高崎市前　衛 都丸 みどり 前橋市かなⅠ

富澤 文枝 前橋市かなⅡ 富沢 美紀 渋川市前　衛

永井 朋美 渋川市前　衛 長岡 美佳 前橋市かなⅡ

中川 翔恵 高崎市漢字Ⅱ 中澤 典子 高崎市かなⅡ

南雲 星園 前橋市漢字Ⅱ 西口 美千子 館林市近代詩

西田 照月 安中市漢字Ⅱ 丹羽 紫苑 桐生市漢字Ⅰ

温井 春水 前橋市かなⅡ 野口 藝眞 安中市漢字Ⅱ佳作賞

萩原 綾子 高崎市かなⅠ 萩原 旭苑 伊勢崎市漢字Ⅱ

萩原 真泉 前橋市漢字Ⅱ 橋本 栄華 板倉町漢字Ⅰ

長谷川 朝美 前橋市かなⅡ 長谷川 芸花 下仁田町漢字Ⅱ

蜂須賀 秀子 桐生市漢字Ⅱ 八田 美景 伊勢崎市かなⅡ

羽鳥 紀代美 高崎市かなⅡ 羽鳥 望東子 前橋市かなⅡ

花里 智子 前橋市前　衛 林 美奈子 藤岡市前　衛

原澤 鷲山 みなかみ町漢字Ⅰ 原澤 扶 沼田市漢字Ⅱ

原島 廣華 太田市漢字Ⅱ 原田 繁子 前橋市かなⅡ

治田 芳江 富岡市かなⅡ佳作賞 樋口 あゆみ 高崎市前　衛

樋口 俊子 高崎市かなⅡ 兵藤 泰明 昭和村漢字Ⅱ

平原 芳菊 太田市かなⅡ 平山 さだ子 前橋市かなⅠ

広川 良雄 前橋市かなⅡ 廣瀬 幸枝 高崎市前　衛

深田 翠葉 太田市漢字Ⅰ 福島 裕希 前橋市かなⅡ

福田 絹翠 みどり市かなⅡ 藤井 禧枝 前橋市かなⅡ

藤生 華栄 みどり市近代詩 藤丘 茱萸 高崎市前　衛

伏津 玲子 玉村町前　衛佳作賞 藤巻 喜久江 安中市漢字Ⅰ

藤巻 白萩 安中市漢字Ⅱ 舟田 翠芳 高崎市漢字Ⅱ

船津 正江 前橋市かなⅡ 古野 恵 前橋市かなⅡ

古谷 幸枝 渋川市かなⅡ 辺見 清佳 藤岡市漢字Ⅱ

星野 理恵 伊勢崎市かなⅡ 堀口 翠苑 高崎市近代詩

堀越 春窓 藤岡市漢字Ⅱ 堀米 ゆみ子 高崎市前　衛

本多 麻矢 草津町前　衛 本間 路佳 嬬恋村かなⅡ佳作賞

真下 清泉 安中市漢字Ⅱ 真下 美佐代 伊勢崎市かなⅡ

増田 佳子 前橋市かなⅡ 松岡 和子 前橋市かなⅡ

松岡 啓子 高崎市かなⅡ 松田 ち代子 前橋市かなⅡ

松本 希代子 高崎市漢字Ⅰ 松本 秀皋 高崎市前　衛

松本 たみ 前橋市かなⅠ 松本 泰子 前橋市かなⅠ秀作賞

松本 由蘭 高崎市漢字Ⅱ 真庭 タケミ 前橋市かなⅡ

黛 上郁子 高崎市漢字Ⅰ 黛 松石 太田市漢字Ⅱ

丸茂 恵 高崎市前　衛 三木 小葉 甘楽町大　字

水谷 智華子 安中市かなⅡ 宮崎 福子 前橋市かなⅡ

宮澤 黎風 伊勢崎市大　字 武藤 房枝 前橋市かなⅠ

村岡 静川 太田市大　字 村岡 光子 伊勢崎市かなⅠ

馬上 ミサ子 安中市漢字Ⅰ 森 松香 伊勢崎市漢字Ⅰ

森田 美由紀 高崎市前　衛佳作賞 森田 睦子 前橋市かなⅡ

八木 順子 前橋市かなⅡ 柳井 憲子 前橋市かなⅡ

山内 和子 板倉町近代詩 山岸 紫紅 桐生市漢字Ⅰ

山崎 治美 東吾妻町前　衛 山崎 美加代 安中市漢字Ⅰ
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大和 由紀江 伊勢崎市かなⅠ 山梨 香幽 高崎市漢字Ⅰ

横尾 芸哥 富岡市漢字Ⅱ 横尾 芸游 富岡市漢字Ⅱ

横澤 里香 高崎市漢字Ⅰ 横堀 みち子 前橋市かなⅠ

吉井 幸枝 高崎市漢字Ⅰ 吉岡 静心 みどり市漢字Ⅱ

吉田 淑子 前橋市かなⅠ 吉田 麗雲 富岡市漢字Ⅱ

若井 栄子 前橋市かなⅡ 若松 佳月 安中市漢字Ⅱ

鷲山 ゆかり 富岡市かなⅡ 渡辺 千峯 太田市大　字

綿貫 智子 前橋市かなⅠ
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群馬県 （Ｕ23）
新井 寛香 桐生市かなⅠ 稲田 祥英 太田市漢字ⅠU23奨励賞

大崎 香織 前橋市かなⅠU23新鋭賞 大崎 夏奈 前橋市かなⅠ

北爪 美沙希 前橋市かなⅠ 佐野 堅城 安中市大　字

設楽 雲生 高崎市大　字 徳江 真実 沼田市大　字
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