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相澤 正華 旭市近代詩 青山 道子 船橋市かなⅠ

赤川 優泉 松戸市漢字Ⅰ秀作賞 赤崎 温子 松戸市大　字佳作賞

秋田 博子 市川市かなⅠ 秋本 和江 柏市漢字Ⅱ

秋吉 裕香 市川市漢字Ⅰ 麻生 竹房 いすみ市漢字Ⅰ

熱田 江卿 佐倉市大　字 阿天坊 洗草 旭市漢字Ⅰ

阿部 松壽 茂原市近代詩 阿部 松壽 茂原市漢字Ⅱ

阿部 青沙 千葉市漢字Ⅱ 阿山 珠華 松戸市近代詩

新井 虹雪 成田市前　衛 新井 抱山 市川市大　字

新井 みや子 千葉市漢字Ⅰ 荒川 暎輝 流山市かなⅠ

嵐口 香琴 千葉市漢字Ⅱ 有田 雄治 佐倉市漢字Ⅰ

淡路 里雪 白井市篆　刻 安藤 叙孝 千葉市漢字Ⅱ

安藤 由美 市川市かなⅡ 飯山 悦代 木更津市近代詩

家泉 大響 松戸市近代詩秀作賞 伊大知 明翰 大多喜町漢字Ⅰ

猪狩 百子 船橋市近代詩 猪狩 百子 船橋市漢字Ⅰ秀作賞

井口 従子 松戸市近代詩秀作賞 池田 彩 松戸市近代詩佳作賞

池田 祥扇 四街道市近代詩 池田 昇峰 八街市漢字Ⅰ

池田 藤香 千葉市近代詩 井澤 秀翠 四街道市近代詩

石井 穂江 千葉市近代詩 石川 旭楊 松戸市近代詩

石川 光学 松戸市近代詩 石黒 尚琇 習志野市漢字Ⅰ

石郷岡 菜月 松戸市篆　刻秀作賞 石田 渓月 柏市近代詩

石田 晃峰 船橋市かなⅡ 石田 鄭光 千葉市近代詩

石田 蘭雲 千葉市近代詩 石橋 江瑤 香取市漢字Ⅱ

石橋 のり子 千葉市かなⅡ 石橋 のり子 千葉市かなⅠ

石橋 幽彩 旭市漢字Ⅰ 石濱 愛弓 君津市近代詩佳作賞

石原 成雅 佐倉市漢字Ⅱ佳作賞 石山 智子 千葉市かなⅠ

磯田 春汀 松戸市漢字Ⅰ 板橋 淳子 千葉市漢字Ⅱ

市川 清子 松戸市篆　刻秀作賞 市川 彩苑 四街道市近代詩

市川 瑞苑 市原市近代詩 井出 峰代 船橋市漢字Ⅰ

伊藤 佳鶯 千葉市近代詩 伊東 真里 船橋市漢字Ⅱ

伊堂寺 和美 柏市漢字Ⅱ 井上 大覺 習志野市漢字Ⅰ

井上 洋硯 茂原市近代詩 井ノ口 春峰 富里市漢字Ⅰ

今関 心華 市原市かなⅠ 今村 博子 松戸市近代詩

岩佐 葵史子 船橋市近代詩 岩崎 雄子 松戸市大　字

岩瀬 和弘 船橋市漢字Ⅰ 岩瀬 和弘 船橋市近代詩

岩畑 春翠 千葉市近代詩 上野 小葉 佐倉市刻　字

宇佐美 白露 柏市漢字Ⅰ 牛尾 雅高 八千代市近代詩

薄木 逸醉 八千代市漢字Ⅱ 薄田 春緑 旭市漢字Ⅰ

宇田川 春華 松戸市漢字Ⅰ 内田 昭子 千葉市近代詩

内堀 紘子 習志野市かなⅡ 鵜野 和代 市原市かなⅠ

宇野 キヌ子 船橋市かなⅠ 梅川 瑞泉 松戸市かなⅠ

浦崎 沁雅 八千代市漢字Ⅱ 江部 智美 浦安市漢字Ⅱ

江村 春洋 野田市刻　字秀作賞 エルウッド 司響 流山市かなⅠ

エルウッド 司響 流山市近代詩 遠藤 香葉 山武市漢字Ⅰ

遠藤 珠美絵 山武市漢字Ⅰ 遠藤 成蹊 旭市漢字Ⅰ

千葉市近代詩 大木 明翠 船橋市漢字Ⅰ

大坂 佳玉 印西市近代詩 大嶋 美起子 野田市漢字Ⅱ

太田 松瓔 千葉市近代詩 大塚 紫光 我孫子市近代詩

大塚 春彩 市川市近代詩 大塚 政敏 八千代市漢字Ⅱ

大塚 政敏 八千代市近代詩 大塚 由佳 我孫子市近代詩

大坪 久恵 柏市漢字Ⅱ 大野 純奈 市川市漢字Ⅱ

大日向 幽香 八街市漢字Ⅰ 大森 富美子 木更津市漢字Ⅱ

大和久 流馨 千葉市刻　字 岡田 進 佐倉市篆　刻

岡部 渓艸 柏市漢字Ⅱ 岡村 潮英 市原市かなⅡ佳作賞
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岡本 千代子 市川市かなⅡ 小川 朱美 君津市近代詩

小川 聿花 習志野市漢字Ⅱ 小川 芳延 流山市かなⅠ

小川 芳延 流山市かなⅡ 小川 稜太 成田市漢字Ⅱ

小川 稜太 成田市大　字 小熊 光恵 柏市漢字Ⅱ

奥山 恭道 松戸市近代詩 奥山 寿子 市川市漢字Ⅱ

小関 瑞華 木更津市漢字Ⅱ佳作賞 小田 翠明 市川市漢字Ⅰ

尾上 静楓 我孫子市かなⅡ 折田 八郎 船橋市刻　字

垣沼 潮光 市川市かなⅡ 笠間 美幸 市川市かなⅡ

梶山 幸子 一宮町近代詩 柏木 蒼花 成田市前　衛

粕谷 薫 袖ケ浦市近代詩 加瀬 和巳 佐倉市かなⅡ

片岡 照德 市原市かなⅡ 勝尾 教弘 千葉市漢字Ⅰ

加藤 和枝 市川市篆　刻 加藤 桂香 船橋市かなⅠ

門村 紫遊 松戸市漢字Ⅱ 金井 恵子 習志野市漢字Ⅱ

金木 恭子 木更津市近代詩 金田 径子 船橋市刻　字佳作賞

金高 文々 我孫子市漢字Ⅱ毎日賞 金高 文々 我孫子市近代詩

金成 瑛翠 船橋市漢字Ⅰ 金成 瑛翠 船橋市漢字Ⅱ

兼松 春紅 多古町かなⅡ 鎌田 雪照 我孫子市漢字Ⅰ

上林 杏鼓 船橋市近代詩 神谷 ユキ子 松戸市かなⅡ

栢野 青溪 千葉市刻　字 鹿山 志翆 千葉市漢字Ⅱ

苅込 智子 木更津市近代詩 川合 はるみ 富津市近代詩

川内 藤皓 船橋市近代詩 川上 晴山 市川市漢字Ⅱ

川崎 春香 市原市漢字Ⅱ 川崎 範園 船橋市かなⅡ

川島 靖由樹 富里市前　衛 川野辺 朱昶 船橋市大　字

川原 煇石 松戸市篆　刻 河原 山翠 柏市漢字Ⅱ

川俣 翠蘭 市川市大　字 河村 泉響 市川市近代詩秀作賞

菅野 雨華 松戸市漢字Ⅰ 菊池 和博 流山市漢字Ⅱ

北田 幸子 千葉市刻　字 北田 美弦 大網白里市大　字

北村 幸代 木更津市近代詩 木下 馨舟 袖ケ浦市かなⅡ

木下 秀峰 船橋市漢字Ⅱ 木村 佐知子 船橋市漢字Ⅰ

木村 関泉 千葉市かなⅡ 清岡 山洲 印西市篆　刻

桐谷 香雪 市原市漢字Ⅱ 工藤 香苑 千葉市近代詩

工藤 文恵 松戸市かなⅠ 熊井 善峰 四街道市篆　刻

倉石 容子 千葉市近代詩 倉持 順子 市川市漢字Ⅱ

黒川 寿蕙 流山市漢字Ⅰ 桑原 茱暎 千葉市近代詩

桑原 利明 市川市篆　刻佳作賞 恵 碧桃 市川市漢字Ⅰ

小磯 千明 木更津市近代詩 古市 沁響 勝浦市漢字Ⅱ佳作賞

古市 沁響 勝浦市近代詩 高武 玄城 袖ケ浦市漢字Ⅰ

小島 松佳 松戸市漢字Ⅱ 児玉 行眞 茂原市刻　字

小西 岳 柏市漢字Ⅱ 小林 英蕙 船橋市かなⅠ

小林 永青 千葉市漢字Ⅱ 小林 永青 千葉市近代詩

小林 悦子 袖ケ浦市近代詩 小林 舟驩 船橋市漢字Ⅱ秀作賞

小林 弘子 木更津市近代詩 小原 やす子 木更津市近代詩

小松 眞希子 浦安市近代詩 小松崎 彩花 流山市漢字Ⅰ

小松澤 玉波 船橋市漢字Ⅱ 小宮 防子 流山市かなⅠ

小森 穂千 香取市近代詩 近藤 祐子 八千代市前　衛

近藤 陽静 我孫子市かなⅠ 近藤 陽静 我孫子市かなⅡ佳作賞

雑賀 浦虹 浦安市近代詩 齋木 華渓 千葉市漢字Ⅱ

齊藤 磨美 千葉市近代詩 斉藤 さな江 袖ケ浦市かなⅡ

齋藤 静和 千葉市漢字Ⅱ 酒井 松吟 松戸市漢字Ⅰ

寒河江 幸子 浦安市漢字Ⅱ 坂口 みか 柏市かなⅠ

坂齊 萌翠 野田市かなⅡ 坂本 英山 流山市漢字Ⅰ

佐久間 ふみ江 袖ケ浦市近代詩 佐久間 朗風 千葉市前　衛

櫻井 慧醉 八千代市漢字Ⅱ 佐々木 功 木更津市近代詩
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佐々木 華佳 市川市かなⅡ 佐々木 紅翠 千葉市大　字

佐々木 登春 佐倉市かなⅡ 佐藤 敦子 市川市近代詩

佐藤 紅葩 市原市近代詩 佐藤 春子 船橋市篆　刻

佐藤 ひなの 船橋市かなⅡ 佐野 尚峰 柏市漢字Ⅱ

椎名 瑞秀 柏市近代詩 志賀 幸子 松戸市かなⅡ

静野 妙泉 松戸市漢字Ⅰ 地頭 汀仙 成田市前　衛

篠田 皓月 船橋市漢字Ⅱ 篠田 皓月 船橋市近代詩

柴崎 紫香 千葉市かなⅡ 澁木 松義 習志野市近代詩

渋谷 愛華 千葉市漢字Ⅰ 嶋田 皓鶴 松戸市近代詩

清水 佳苑 松戸市近代詩 清水 昭風 船橋市漢字Ⅰ

下村 典子 千葉市かなⅡ 城代 朱鴻 我孫子市漢字Ⅱ

白井 純芳 船橋市漢字Ⅱ 白井 純芳 船橋市近代詩

白井 利美 袖ケ浦市近代詩 白石 弘子 大網白里市かなⅠ

市川市近代詩 城下 恵花 白井市漢字Ⅱ

新行内 芳蘭 旭市漢字Ⅱ佳作賞 須賀澤 一起 成田市前　衛

杉本 操子 松戸市近代詩 杉本 春美 柏市かなⅠ

椙山 保子 千葉市近代詩 勝呂 利英子 袖ケ浦市近代詩

鈴木 逕秋 松戸市かなⅡ 鈴木 篁香 千葉市近代詩

鈴木 紅斉 船橋市刻　字 鈴木 彩雨 千葉市漢字Ⅱ

鈴木 藤遙 市川市かなⅠ 鈴木 智子 佐倉市漢字Ⅰ

鈴木 秀夫 袖ケ浦市近代詩 鈴木 真子 千葉市かなⅡ

鈴木 真理子 木更津市近代詩 鈴木 真凜 松戸市篆　刻

鈴木 深由希 八街市近代詩 鈴木 侑真 野田市漢字Ⅱ

鈴木 侑真 野田市近代詩 須田 伸子 柏市漢字Ⅱ

須藤 克也 木更津市近代詩佳作賞 須藤 仁清 千葉市近代詩

關 登紀枝 松戸市漢字Ⅱ秀作賞 関 直子 船橋市近代詩

關口 清月 成田市前　衛 関根 利江 松戸市かなⅡ

先崎 弘美 四街道市刻　字 宗村 典子 松戸市漢字Ⅱ

曽田 允 船橋市篆　刻 染井 苳琳 市川市漢字Ⅱ

染井 苳琳 市川市漢字Ⅰ 染谷 紫郷 野田市漢字Ⅰ

高井 松葉 千葉市漢字Ⅰ 高浦 英峯 市原市近代詩佳作賞

高澤 游月 流山市漢字Ⅰ 高梨 春城 四街道市刻　字

高野 葉子 四街道市近代詩 高橋 亜紀子 流山市漢字Ⅰ

高橋 英静 柏市かなⅡ 高橋 英鳳 我孫子市漢字Ⅱ

高橋 杏香 松戸市近代詩 高橋 沙晃 市川市かなⅠ秀作賞

高橋 沙晃 市川市かなⅡ 高吉 瑞川 千葉市刻　字

田川 可琳 船橋市刻　字 滝口 畊佳 木更津市近代詩

武 枝香 市川市漢字Ⅱ 武 枝香 市川市漢字Ⅰ

武井 花陽 市川市篆　刻 武川 登貴 流山市漢字Ⅱ

武田 清香 東金市刻　字 武田 桃苑 松戸市漢字Ⅰ

武富 泰山 四街道市刻　字 竹山 瑞恵 富里市漢字Ⅰ

田崎 晶 野田市かなⅠ 田代 三千代 習志野市漢字Ⅱ

多田 公陽 流山市漢字Ⅱ 多々良 六実 松戸市近代詩

田中 恵美 市川市かなⅡ 田中 松猩 山武市近代詩毎日賞

田中 松猩 山武市漢字Ⅱ 田中 星花 成田市前　衛

田中 靖舟 千葉市かなⅡ 田中 澄花 成田市前　衛佳作賞

田中 美幸 市川市かなⅠ 田中 裕煌 成田市漢字Ⅱ佳作賞

田中 蓉翠 千葉市漢字Ⅱ 田中 嶺楓 市川市漢字Ⅰ

谷口 絢 千葉市漢字Ⅰ 種谷 森城 千葉市漢字Ⅱ

種谷 悠輝 千葉市漢字Ⅱ秀作賞 田村 春渡 鴨川市かなⅡ

千坂 佳代 千葉市かなⅡ 千坂 佳代 千葉市かなⅠ

塚本 沙瑤 野田市漢字Ⅱ佳作賞 月岡 葉舟 市川市かなⅡ

筑井 宏子 八千代市かなⅡ 辻河 嵐迥 習志野市漢字Ⅱ
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津田 美砂 千葉市大　字 土屋 明子 成田市漢字Ⅱ

土屋 恵仙 旭市漢字Ⅰ 土屋 桂峯 九十九里町刻　字

筒井 寛子 市川市漢字Ⅱ 壷内 姚蘭 船橋市近代詩

壷内 姚蘭 船橋市漢字Ⅱ 手島 晶子 松戸市近代詩

寺崎 醉炎 八千代市漢字Ⅱ 寺前 夕峰 鎌ケ谷市かなⅡ

東平 絹子 柏市漢字Ⅰ 時田 香苑 市原市近代詩

飛松 鳴茜 船橋市大　字 戸部 藤風 習志野市漢字Ⅰ

戸部 藤風 習志野市漢字Ⅱ 戸村 美絢 千葉市漢字Ⅱ

豊田 昌雲 佐倉市篆　刻 豊田 芳鈴 我孫子市かなⅡ

鳥飼 由紀夫 習志野市漢字Ⅱ 鳥光 信子 船橋市漢字Ⅱ佳作賞

内藤 青妍 船橋市漢字Ⅱ 直井 藤演 千葉市かなⅠ

長井 克奈 千葉市近代詩 中尾 翠芳 流山市かなⅡ

中尾 清和 柏市漢字Ⅱ 中尾 清和 柏市近代詩佳作賞

長尾 洋子 千葉市近代詩 中澤 靖子 鴨川市近代詩

中島 藤邑 船橋市漢字Ⅰ 中嶋 藤祐 四街道市かなⅠ

中嶌 有希 柏市近代詩 中田 翠苑 野田市漢字Ⅱ

永田 紅蘭 銚子市漢字Ⅱ 永田 翠涛 市川市漢字Ⅰ

長門 雅窓 千葉市かなⅡ 中野 梢月 木更津市漢字Ⅱ

中野 智美 市川市漢字Ⅱ 永野 晴香 千葉市漢字Ⅱ

永福 藤翔 市川市漢字Ⅱ 中村 大雲 市川市篆　刻

中森 清威 松戸市漢字Ⅱ 中山 輝風 流山市かなⅠ

鍋島 春苑 市川市近代詩 浪川 秋花 旭市漢字Ⅰ

新村 翠芳 八街市漢字Ⅰ 仁枝 弘子 我孫子市かなⅠ秀作賞

西 恭代 成田市前　衛 西澤 俊子 市川市かなⅠ

西澤 俊子 市川市かなⅡ 西田 恵香 佐倉市前　衛

西野 礼子 成田市かなⅠ 入戸野 恵子 船橋市かなⅡ

楡 美和 習志野市漢字Ⅱ 額賀 博道 八千代市かなⅡ

根本 松諒 千葉市近代詩 野崎 隆子 佐倉市かなⅠ

野崎 隆子 佐倉市かなⅡ毎日賞 野尻 啓子 四街道市かなⅡ

能勢 幸子 千葉市かなⅠ 能勢 房子 流山市漢字Ⅱ

信岡 薫 松戸市近代詩 野呂 千艸 市川市かなⅡ

橋本 紫由 我孫子市漢字Ⅱ佳作賞 長谷川 侑子 君津市近代詩

服部 香珠 市原市漢字Ⅱ 馬場 寿舟 市川市近代詩

浜崎 葉子 我孫子市漢字Ⅱ 濱田 竹雪 富里市かなⅠ

濵田 真由美 木更津市近代詩 濱田 龍雲 成田市前　衛

濵名 晶華 松戸市漢字Ⅱ 浜野 隆司 佐倉市漢字Ⅱ

浜谷 和輝 茂原市かなⅡ 浜谷 美来 茂原市かなⅡ

林 暢風 千葉市篆　刻 林 美恵子 習志野市近代詩

原 紅李 茂原市近代詩 日改 水月 印西市前　衛

久光 福美 成田市かなⅠ 肥田 雪花 市川市漢字Ⅰ

平岡 芳子 千葉市近代詩 平嶋 雅代 市川市近代詩

広井 由基子 柏市かなⅠ 布川 志芳 船橋市漢字Ⅰ佳作賞

布川 志芳 船橋市近代詩 福井 潮 袖ケ浦市近代詩

福田 ゆかり 市原市漢字Ⅱ 藤井 花香 浦安市近代詩

藤井 沙千 船橋市かなⅡ 藤崎 彩花 成田市前　衛佳作賞

藤崎 松月 成田市前　衛 藤崎 美恵子 市川市かなⅡ

藤代 圭舟 船橋市漢字Ⅰ 藤田 衣代 船橋市かなⅠ

藤野 雅春 柏市近代詩 藤平 薫風 木更津市近代詩

藤本 敦子 松戸市かなⅠ 藤森 香泉 柏市かなⅡ

冨士原 和代 市原市近代詩 藤原 松韻 浦安市漢字Ⅰ

二村 莓扇 我孫子市漢字Ⅰ 船木 恵美子 船橋市漢字Ⅰ

船津 節子 船橋市かなⅠ 保坂 悦子 鎌ケ谷市かなⅡ

保坂 江里花 市原市近代詩 細井 京花 印西市前　衛
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細野 民子 松戸市近代詩 堀川 和泉 船橋市近代詩

本田 哲也 市川市篆　刻佳作賞 前川 旺香 千葉市漢字Ⅱ

真下 良祐 旭市篆　刻 真下 良祐 旭市かなⅠ

増形 江月 四街道市近代詩 増田 麗花 流山市近代詩

升森 久蕙 君津市近代詩 増山 美奈子 松戸市近代詩

松沢 栄一 八千代市篆　刻 松澤 翠聖 市川市漢字Ⅰ

松島 照静 八街市漢字Ⅱ 松田 藍華 千葉市漢字Ⅱ

松津 節子 木更津市近代詩 松原 佳子 浦安市漢字Ⅱ

松丸 寿江 市川市近代詩 松丸 康子 柏市漢字Ⅱ

松本 一華 佐倉市漢字Ⅰ 松本 畦月 鴨川市漢字Ⅰ

松本 桃琴 市川市かなⅡ 市川市篆　刻

松山 里香 船橋市かなⅡ 三浦 小樹 八街市漢字Ⅰ

三浦 廷子 市川市かなⅠ 三浦 英樹 八街市漢字Ⅱ

水田 渓園 流山市かなⅠ 水沼 優希 柏市かなⅡ

三田 翠恍 船橋市漢字Ⅰ 嶺崎 史歩 千葉市かなⅡ

宮尾 孔照 船橋市近代詩 宮川 悦子 松戸市かなⅠ

宮田 紫香 千葉市漢字Ⅱ 宮原 美加 船橋市近代詩

宮原 美加 船橋市漢字Ⅱ佳作賞 武藤 淑子 船橋市漢字Ⅰ

村井 祥峯 木更津市近代詩 村上 理香 市川市漢字Ⅱ

室岡 雪龍 八千代市漢字Ⅰ 森 玉華 野田市近代詩

森 澄華 四街道市かなⅡ 森竹 忍 袖ケ浦市近代詩

森山 早紀 船橋市漢字Ⅰ 森脇 紅花 市原市漢字Ⅱ秀作賞

矢口 昌華 柏市漢字Ⅱ 安川 杏花 柏市近代詩

矢部 比呂美 浦安市漢字Ⅱ 山岡 裕子 木更津市近代詩

山口 洸華 船橋市漢字Ⅰ 山口 翠華 栄町前　衛

山口 靖雲 柏市近代詩 山口 牧春 習志野市漢字Ⅰ

山沢 有葭 船橋市漢字Ⅱ 山下 英華 成田市漢字Ⅱ

山田 玉鳳 千葉市刻　字佳作賞 山田 祐子 習志野市かなⅡ

山中 珂径 流山市漢字Ⅰ 山本 映水 千葉市漢字Ⅱ

山本 幸江 千葉市近代詩 山本 大鏡 船橋市篆　刻

山本 聴舟 習志野市漢字Ⅱ 山本 和憲 四街道市漢字Ⅰ

湯浅 静香 千葉市近代詩 湯浅 芳苑 千葉市かなⅠ

湯本 松華 浦安市近代詩 横山 海陽 松戸市漢字Ⅰ

吉岡 遊美 松戸市漢字Ⅱ 吉田 芳華 松戸市かなⅡ

吉野 順子 いすみ市漢字Ⅰ 吉松 圭子 船橋市漢字Ⅰ

吉村 千恵子 東金市かなⅠ 四倉 祥子 船橋市かなⅠ

喚田 奏琴 松戸市近代詩 渡辺 江霞 松戸市漢字Ⅰ

渡辺 浩流 千葉市かなⅡ 渡邉 祐子 松戸市近代詩
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秋葉 朱緒 市川市篆　刻 新井 唯真 印西市篆　刻U23新鋭賞

荒開 響 浦安市篆　刻 池田 知 船橋市篆　刻

井上 遥 市原市近代詩U23奨励賞 上原 健太 柏市漢字Ⅱ

宇田川 千尋 松戸市近代詩 江藤 日菜子 木更津市近代詩

大庫 朱理 習志野市篆　刻 大島 梨瑚 千葉市近代詩

大竹 百香 野田市近代詩 大竹 百香 野田市漢字Ⅱ

岡本 蓮凰 千葉市漢字Ⅰ 小沼 明日香 木更津市近代詩U23新鋭賞

角 真由美 千葉市漢字Ⅱ 加藤 翔雲 富里市漢字Ⅰ

加藤 松麗 市原市近代詩 金本 奈那 市川市篆　刻

蒲倉 梨南 松戸市漢字Ⅱ 蒲倉 梨南 松戸市近代詩U23奨励賞

工藤 わかな 船橋市刻　字 齋藤 瑞季 市川市漢字Ⅱ

柴崎 優太 袖ケ浦市漢字Ⅱ 杉本 安優 市川市篆　刻

鈴木 姫凜 佐倉市近代詩 鈴木 雅 木更津市近代詩

関根 雅祥 松戸市漢字Ⅱ 田村 神乃 千葉市近代詩

千代倉 英美 木更津市近代詩 千代倉 禎 木更津市近代詩

椿 旭桜 松戸市近代詩 出戸端 玄鐘 鎌ケ谷市近代詩

土井 一澄 船橋市篆　刻 仲田 こころ 佐倉市かなⅡ

中村 理佐 八街市近代詩 蓮見 優彩 八街市近代詩

林 夏實 白井市篆　刻 藤井 花 流山市漢字Ⅱ

桝井 正樹 松戸市漢字Ⅱ 松丸 曄情 千葉市近代詩U23奨励賞

水代 香菜絵 流山市漢字Ⅱ 水無瀬 心花 松戸市篆　刻

守本 彩 松戸市近代詩 森山 松縁 市川市近代詩

山口 比奈 木更津市近代詩
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