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会川 彩翠 相模原市大　字 相澤 恵美 横浜市漢字Ⅱ

相澤 海羊 相模原市漢字Ⅰ 相澤 湘風 藤沢市近代詩

會津 翠鳴 相模原市漢字Ⅰ 相原 夕佳 横浜市漢字Ⅱ

青木 映瑩 小田原市かなⅠ 青木 好城 横浜市漢字Ⅱ

青木 床子 小田原市漢字Ⅱ 青野 香順 逗子市かなⅠ

青山 太虚 横浜市篆　刻 赤木 美鸚 横浜市かなⅠ

赤羽根 珠苑 横須賀市かなⅡ 秋澤 朋愛 秦野市大　字

秋山 彩扇 平塚市近代詩 秋山 聖清 鎌倉市漢字Ⅰ

秋吉 三樺 川崎市近代詩 朝倉 弘子 相模原市かなⅡ

浅田 永枝 藤沢市漢字Ⅱ 旭谷 博 横浜市大　字

芦野 美和子 川崎市近代詩 足立 愛弓 横浜市大　字

足立 鶴翠 海老名市漢字Ⅰ 安部 栖蓮 横浜市漢字Ⅰ

阿部 茜蝶 横浜市近代詩 新井 静漣 横浜市前　衛

新井 静漣 横浜市近代詩 荒川 由香里 秦野市漢字Ⅰ

安西 翠江 横須賀市かなⅡ 安西 多美枝 相模原市近代詩

飯田 雨玉 秦野市かなⅡ 飯田 栞葉 横浜市漢字Ⅱ

飯田 栞葉 横浜市近代詩 飯塚 華光 横浜市かなⅠ

飯野 篁秋 平塚市前　衛 飯野 篁秋 平塚市漢字Ⅱ

家田 清子 相模原市かなⅡ 猪狩 絵梨子 横浜市近代詩

池田 彩純 横浜市漢字Ⅱ 池田 凰悦 相模原市漢字Ⅰ

池田 翠纓 横浜市かなⅡ 池田 竹聲 小田原市前　衛

池田 裕 横浜市かなⅠ 池田 美子 横浜市近代詩

石井 佳映 鎌倉市かなⅠ 石井 佳映 鎌倉市かなⅡ秀作賞

石井 神華 横浜市前　衛 石井 神華 横浜市近代詩

石井 栖志 横浜市漢字Ⅰ 石井 丹青 大和市前　衛佳作賞

川崎市漢字Ⅱ 石川 祥宝 藤沢市漢字Ⅰ

石川 亮子 横浜市近代詩 石倉 彭寿 相模原市漢字Ⅰ

石黒 雅彦 二宮町大　字佳作賞 石崎 甘雨 横浜市前　衛

石田 晃瑛 横浜市かなⅡ 石塚 紗知 横浜市近代詩

石野 輝芳 相模原市漢字Ⅰ 石野 輝芳 相模原市近代詩

石橋 伊久子 横浜市漢字Ⅱ佳作賞 石橋 煌雨 相模原市大　字佳作賞

石原 栞祭 横浜市近代詩 石綿 玉胤 横浜市漢字Ⅱ佳作賞

石綿 玉胤 横浜市近代詩 和泉 澄枝 相模原市漢字Ⅰ

伊勢崎 潮聲 相模原市漢字Ⅰ 磯野 彩夏 横浜市近代詩

板垣 希鮮 川崎市漢字Ⅱ 板倉 云隆 横浜市篆　刻

板倉 修子 相模原市漢字Ⅰ 一石 泰山 平塚市前　衛

一石 泰山 平塚市漢字Ⅱ 市川 凌雲 伊勢原市漢字Ⅱ

一木 照華 横浜市かなⅡ 伊藤 華梢 横浜市漢字Ⅰ

伊藤 彩香 横須賀市漢字Ⅱ 伊藤 心静 横浜市漢字Ⅱ

伊藤 邃紅 二宮町漢字Ⅰ 伊藤 説子 秦野市かなⅠ

伊藤 貴子 横浜市かなⅠ 伊藤 比香 横須賀市漢字Ⅱ

稲垣 美穂 平塚市近代詩 稲津 花蹊 横浜市かなⅠ

稲葉 佳香 横浜市かなⅡ 井上 章子 秦野市近代詩

井上 明子 横浜市漢字Ⅱ 井上 加代子 相模原市漢字Ⅰ

井上 喜杲 相模原市漢字Ⅰ 井上 瑾水 相模原市漢字Ⅰ

井上 皓綏 川崎市漢字Ⅰ 井上 桃秀 横浜市かなⅡ

伊林 賢一 横浜市漢字Ⅱ 今井 彩苑 横浜市漢字Ⅰ毎日賞

今井 州宰 伊勢原市漢字Ⅱ 今川 愛 座間市漢字Ⅱ

今村 由乃 鎌倉市かなⅠ 入澤 彩楓 厚木市かなⅠ

入澤 秋香 横浜市漢字Ⅰ 岩佐 愛生 横浜市近代詩

岩佐 みさえ 横浜市近代詩 岩崎 彩 川崎市近代詩

岩崎 翔星 茅ヶ崎市近代詩 岩崎 翔星 茅ヶ崎市篆　刻

岩崎 光代 横浜市かなⅡ 岩澤 衞 清川村刻　字佳作賞
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岩田 明子 横浜市かなⅡ 岩野 信吾 大和市近代詩

岩本 真暢 横浜市漢字Ⅱ佳作賞 岩本 朋游 横浜市近代詩

岩本 幸枝 湯河原町漢字Ⅰ 上田 華瑤 横浜市近代詩佳作賞

上田 翔平 茅ヶ崎市近代詩 上田 友子 川崎市かなⅡ

上村 波山 三浦市漢字Ⅰ 宇川 英子 横浜市かなⅠ

宇川 英子 横浜市かなⅡ 牛久保 光子 相模原市近代詩

臼田 淳子 横浜市かなⅡ 内田 筑萃 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

内野 美穂 川崎市かなⅡ 内堀 松嶺 横浜市かなⅠ

内山 寿伸 座間市漢字Ⅱ 宇津木 美幸 横浜市大　字

梅田 敬子 綾瀬市漢字Ⅱ 梅原 潔子 横浜市近代詩

海野 桜扇 横浜市漢字Ⅱ 江連 洋子 横浜市大　字

江戸 聖采 鎌倉市漢字Ⅱ 榎田 静嶽 相模原市近代詩

榎本 清重 横須賀市篆　刻 海老名 環 横浜市刻　字

海老名 真鈴 横浜市刻　字 遠藤 朱美 横浜市近代詩

遠藤 悟 川崎市近代詩 遠藤 子杏 平塚市篆　刻

遠藤 紫陽 横浜市近代詩 遠藤 ちえ子 横浜市かなⅡ

遠藤 美香 横浜市漢字Ⅱ 笈田 篁蓉 横浜市かなⅡ秀作賞

大井川 聡蓉 横浜市漢字Ⅰ 大川 磯雲 小田原市漢字Ⅰ毎日賞

大木 英泉 川崎市大　字 大里 満紀 横浜市かなⅠ

大住 星心 横浜市大　字佳作賞 太田 末利 川崎市近代詩

太田 登喜子 相模原市近代詩 大嶽 泉翠 横浜市漢字Ⅰ

大塚 憲 横浜市刻　字 大西 雪舟 横浜市漢字Ⅱ

大貫 裕子 鎌倉市かなⅡ 大場 松琴 横浜市漢字Ⅱ

大場 洋子 横浜市漢字Ⅱ 大橋 碧汀 鎌倉市かなⅡ

大林 野歩 相模原市近代詩 大林 野歩 相模原市漢字Ⅱ秀作賞

大林 真由美 川崎市かなⅠ 大町 邦子 川崎市かなⅠ

大町 眞知子 茅ヶ崎市大　字 大町 真美 茅ヶ崎市大　字

大宮 宏美 川崎市かなⅡ 大村 典子 横浜市かなⅠ

大森 由紀子 横浜市かなⅡ 大矢 桂翠 愛川町漢字Ⅱ

大矢 窓華 座間市刻　字 大矢 豊泉 横浜市大　字

岡 幸子 横浜市漢字Ⅱ 小笠原 幹 横浜市近代詩

尾形 隆彰 横浜市近代詩 岡部 英治 横浜市かなⅠ

岡部 朋江 川崎市漢字Ⅱ 岡部 康子 横浜市漢字Ⅱ

岡村 青萃 横浜市かなⅠ 岡本 華心 平塚市漢字Ⅱ

岡本 凉子 藤沢市かなⅡ 小川 清美 横浜市近代詩

小川 紫流 横浜市漢字Ⅰ 小川 すみ江 横浜市近代詩

小川 均史 伊勢原市漢字Ⅰ 小川 裕美 横浜市近代詩

荻野 紅竹 横須賀市かなⅡ 奥村 恵蓮 平塚市漢字Ⅱ

奥山 曄光 横浜市漢字Ⅱ 小酒部 浩穹 小田原市かなⅡ

小沢 景萠 開成町漢字Ⅱ 小澤 慶剛 川崎市篆　刻

小田 栄治 横浜市かなⅠ 落合 光霽 開成町刻　字

落合 茂美 横浜市大　字 小野 青陵 川崎市漢字Ⅰ

小野寺 香遙 川崎市漢字Ⅱ 面谷 潤 横須賀市近代詩

小山 竹沙 横須賀市かなⅡ佳作賞 加川 華煌 相模原市近代詩

香川 絲翠 横浜市漢字Ⅱ毎日賞 香川 絲翠 横浜市近代詩

笠原 可緒里 横浜市前　衛 相模原市近代詩

梶原 庸子 藤沢市近代詩 柏木 由紀子 湯河原町漢字Ⅱ

片山 登甫 横浜市かなⅡ 片山 政行 相模原市近代詩

加藤 和代 相模原市漢字Ⅰ 加藤 惶鳳 川崎市漢字Ⅱ

加藤 奘丈 相模原市近代詩 加藤 泰 横須賀市篆　刻

加藤 玲 相模原市近代詩佳作賞 門脇 弘子 小田原市近代詩

金泉 恵子 川崎市かなⅡ 金清 聡寿 横浜市かなⅠ

金子 久美子 相模原市漢字Ⅰ 金子 聖香 相模原市漢字Ⅰ
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金子 多恵子 鎌倉市漢字Ⅰ 金子 瞳 横浜市近代詩

蒲谷 雄一 横須賀市前　衛 鎌倉 和千 横浜市大　字

紙崎 玉翠 厚木市漢字Ⅰ 神嶋 寿紅 横浜市かなⅡ

神谷 一成 横浜市漢字Ⅰ 亀山 彩華 厚木市漢字Ⅱ

茅 幸子 相模原市近代詩佳作賞 河井 英子 横浜市漢字Ⅱ

河合 小慧 川崎市漢字Ⅱ 川合 弘 藤沢市近代詩

川上 礼子 藤沢市近代詩秀作賞 川口 阿久利 横浜市刻　字

川崎 純子 大磯町近代詩 川下 恵子 鎌倉市かなⅠ

川島 景玉 横須賀市漢字Ⅰ 川島 智恵子 横浜市近代詩

河田 萩水 綾瀬市前　衛 河野 奈穂子 川崎市漢字Ⅱ佳作賞

川畑 凜華 綾瀬市大　字 河原 於恵 横浜市篆　刻

河原 恵子 横浜市漢字Ⅱ 河原 照江 相模原市かなⅡ

川村 翠心 茅ヶ崎市漢字Ⅱ 神田 恵子 川崎市漢字Ⅱ

神尾 敏江 相模原市近代詩 幾左田 真澄 横浜市近代詩

岸 最月 川崎市近代詩 岸 秀子 横浜市大　字

岸田 恵周 川崎市かなⅠ 來島 朱桜 相模原市漢字Ⅰ

鬼頭 溪石 座間市近代詩 木下 晃 横浜市大　字佳作賞

木場 美都子 茅ヶ崎市漢字Ⅱ 木原 麻衣 大和市漢字Ⅱ

岐部 泰華 横浜市漢字Ⅱ 岐部 泰華 横浜市大　字

木村 静瑛 川崎市漢字Ⅱ 木村 静芳 綾瀬市漢字Ⅰ

木村 曄玉 横浜市漢字Ⅰ 木村 六光 横浜市漢字Ⅰ

久古 松濤 横浜市近代詩佳作賞 淨園 理恵子 横浜市近代詩

清野 藍玉 横浜市かなⅡ 桐谷 星子 川崎市漢字Ⅱ

金原 陽子 横浜市かなⅠ 楠瀬 六香 川崎市前　衛

楠瀬 六香 川崎市近代詩 楠本 竹葉 横浜市漢字Ⅱ

久津間 勝径 小田原市漢字Ⅰ 國岡 計夫 横浜市近代詩

椚原 紫扇 川崎市かなⅡ 久保 陽太 川崎市かなⅠ

久保田 麻裕 相模原市大　字 熊谷 櫻泉 横浜市漢字Ⅱ佳作賞

熊坂 晃世 相模原市近代詩秀作賞 倉本 清竹 川崎市近代詩

栗田 久美 川崎市刻　字 栗谷 裕子 川崎市漢字Ⅱ

栗山 瑛雅 横浜市漢字Ⅱ 黒沢 李穂 鎌倉市漢字Ⅱ

黒須 香夢 横浜市大　字 黒瀧 紫光 横浜市かなⅠ

黒柳 弥生 横浜市篆　刻 郡司 倫也 横浜市漢字Ⅱ

小池 美由紀 相模原市漢字Ⅰ 小泉 久美子 平塚市前　衛

小泉 静峰 相模原市漢字Ⅱ 小出 牧生 横浜市かなⅡ

甲賀 珠芳 横浜市漢字Ⅰ 高野 姫璋 横浜市近代詩

黄金井 友城 海老名市漢字Ⅱ 粉川 紅苑 平塚市前　衛

越塚 美加 横浜市かなⅡ 小島 泰子 横浜市近代詩

小菅 敦子 横浜市近代詩 小瀬村 雅石 愛川町漢字Ⅱ

古平 遊季 横浜市近代詩 児玉 江陵 大和市漢字Ⅱ

児玉 真理 逗子市近代詩 小長 英里子 川崎市近代詩

此島 謙芳 横浜市近代詩 小林 恵美子 川崎市かなⅡ

小林 恵美子 川崎市かなⅠ 小林 華織 藤沢市かなⅠ

小林 晞雪 相模原市近代詩 小林 玖三子 横浜市近代詩佳作賞

小林 克鳳 横浜市漢字Ⅱ 小林 聖樹 川崎市大　字

小林 宗樹 相模原市漢字Ⅰ 小林 大勁 川崎市大　字

小林 泰城 横浜市漢字Ⅱ 小林 美知子 横浜市近代詩

小林 幸雄 横浜市刻　字 小林 玲泉 横浜市近代詩

小林 和光 横浜市前　衛 小原 琉華 横浜市漢字Ⅱ

小間 万李 藤沢市漢字Ⅰ 小松 美恵 川崎市近代詩

小松原 瓊草 小田原市漢字Ⅰ 小峰 昇宝 藤沢市漢字Ⅰ佳作賞

小峰 利華 葉山町かなⅡ 小宮 英敬 厚木市篆　刻

込山 誉実 川崎市漢字Ⅱ 小柳 曉蒲 秦野市漢字Ⅰ佳作賞
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小山 いずみ 相模原市漢字Ⅰ 小山 鐵蒲 横浜市大　字

小山 萌楓 藤沢市かなⅠ 小山 昌代 相模原市漢字Ⅰ

小山 昌代 相模原市近代詩 今 雅千 鎌倉市漢字Ⅰ

近藤 翠美 横浜市漢字Ⅰ 近藤 正士 海老名市漢字Ⅰ

最所 郁恵 横浜市漢字Ⅱ 齊藤 映華 横浜市大　字

斎藤 桜周 横浜市かなⅡ 齋藤 冱月 座間市かなⅡ

斎藤 春園 川崎市漢字Ⅰ 斎藤 千恵子 横浜市近代詩

斎藤 風花 川崎市大　字 斎藤 文代 川崎市大　字

齋藤 昌子 横浜市かなⅡ 齋藤 友紀子 横浜市大　字

齊藤 蓮草 横須賀市大　字 三枝 あつ子 横浜市かなⅠ

三枝 蕙香 相模原市漢字Ⅰ 酒井 和子 川崎市近代詩

酒井 紫宝 藤沢市漢字Ⅰ 榊原 有紀 横浜市近代詩佳作賞

坂下 静樹 横浜市漢字Ⅱ 坂田 成美 川崎市近代詩

坂本 敦子 茅ヶ崎市近代詩佳作賞 坂本 敦子 茅ヶ崎市漢字Ⅱ

坂本 玉波 葉山町かなⅡ 酒本 佳谷 鎌倉市漢字Ⅰ

坂元 篁凛 川崎市かなⅡ 坂本 香玲 横浜市漢字Ⅰ

坂本 友里 横浜市近代詩 佐久間 紗智子 横浜市近代詩

櫻内 琴扇 相模原市漢字Ⅰ佳作賞 桜庭 小琴 横浜市近代詩

佐々木 加代子 横浜市かなⅡ 佐々木 紫鴛 横浜市かなⅡ

佐々木 潮春 相模原市漢字Ⅰ 佐々木 ヒサ子 川崎市近代詩

佐々木 真沙 横浜市篆　刻 佐々木 藍水 川崎市前　衛佳作賞

笹原 瑞象 相模原市漢字Ⅰ 佐治 恵星 横浜市近代詩

佐治 恵星 横浜市漢字Ⅱ 佐治 史恵 横浜市近代詩

薩本 紅倢 川崎市かなⅠ 佐藤 郁子 平塚市近代詩

佐藤 久美子 横浜市近代詩 佐藤 恵泉 相模原市漢字Ⅱ

佐藤 偲水 茅ヶ崎市漢字Ⅰ 佐藤 盛歓 相模原市漢字Ⅰ

佐藤 清芳 相模原市漢字Ⅱ毎日賞 佐藤 清芳 相模原市近代詩

佐藤 静漣 川崎市漢字Ⅱ 佐藤 忠 寒川町篆　刻

佐藤 美津子 横浜市かなⅡ 佐藤 みつ子 横浜市かなⅡ

佐藤 ゆかり 平塚市漢字Ⅰ 佐藤 和蒼 鎌倉市かなⅡ

真田 雲舟 横須賀市漢字Ⅱ 皿嶋 攻玉 横浜市漢字Ⅰ

椎名 悠聖 伊勢原市漢字Ⅰ 塩澤 花香 平塚市漢字Ⅰ

志澤 明子 二宮町近代詩 地島 浩司 横浜市篆　刻

篠 能里子 横浜市近代詩 柴崎 春桂 三浦市漢字Ⅱ

柴田 恵子 横浜市かなⅠ 柴田 丹凰 厚木市前　衛

柴田 梅苑 大和市漢字Ⅰ 渋谷 壹成 相模原市漢字Ⅰ

渋谷 柳雅 相模原市かなⅠ 島崎 絹代 厚木市かなⅡ

島崎 ゆう子 横浜市近代詩 島田 葉月 川崎市漢字Ⅱ

島田 萠楓 大和市漢字Ⅱ 島田 義孝 相模原市漢字Ⅱ

嶋津 洛峰 横浜市漢字Ⅱ 島本 秀代 横浜市刻　字

島森 椿茜 鎌倉市かなⅠ 清水 一道 茅ヶ崎市大　字

清水 千華 愛川町漢字Ⅱ 清水 千寿 横浜市かなⅡ

清水 春花 相模原市漢字Ⅱ 清水 陽子 横浜市かなⅠ

下田 章平 相模原市近代詩 下平 美和子 川崎市かなⅠ

下村 京子 川崎市かなⅡ佳作賞 下村 京子 川崎市かなⅠ

下元 原祁 伊勢原市近代詩 下山 鵞世 横浜市かなⅡ

重條 松香 横浜市かなⅠ 宿南 芳彩 海老名市漢字Ⅰ佳作賞

宿利 蘭雪 寒川町漢字Ⅰ 正田 藤慧 厚木市かなⅠ

白井 澄心 相模原市漢字Ⅰ 白石 道子 大和市近代詩

白河 真帆 川崎市前　衛 白砂 紀美香 横浜市近代詩

白旗 詩響 鎌倉市近代詩 新藤 紘季 川崎市近代詩

真保 三游 鎌倉市かなⅡ 菅 輝子 川崎市前　衛

菅沼 華泉 川崎市近代詩 杉浦 幸子 茅ヶ崎市かなⅡ
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杉浦 俊城 横浜市漢字Ⅱ 杉田 珠香 横須賀市漢字Ⅱ

杉本 華苑 横浜市かなⅡ佳作賞 杉本 華苑 横浜市近代詩

杉本 春儷 相模原市漢字Ⅰ 杉本 育静 鎌倉市漢字Ⅰ佳作賞

杉山 和子 二宮町近代詩 杉山 貴子 横浜市漢字Ⅱ

杉山 美香 横浜市かなⅡ毎日賞 鈴木 映仙 川崎市かなⅡ

鈴木 鴬亭 相模原市漢字Ⅰ秀作賞 鈴木 浩清 海老名市かなⅠ

鈴木 彩秋 平塚市前　衛 鈴木 瑞芳 伊勢原市かなⅠ

鈴木 清昶 横浜市かなⅠ 鈴木 清竹 中井町漢字Ⅱ

鈴木 栖鳳 横浜市近代詩 鈴木 青麗 相模原市漢字Ⅱ

鈴木 千尋 大和市漢字Ⅰ 鈴木 智美 川崎市漢字Ⅱ

鈴木 芳陽 横浜市近代詩 鈴木 芳陽 横浜市漢字Ⅱ佳作賞

鈴木 摩佐子 藤沢市近代詩 鈴木 雅子 横浜市かなⅠ

鈴木 雅子 横浜市かなⅡ 鈴木 未緒 横浜市前　衛

鈴木 明堂 藤沢市かなⅡ 鈴木 悠堂 藤沢市漢字Ⅱ

鈴木 悠堂 藤沢市かなⅡ 鈴木 由美子 横浜市かなⅡ

鈴木 洋香 横浜市大　字 須田 祥佳 横浜市篆　刻

須藤 春晴 鎌倉市かなⅡ 春原 幸夜 箱根町近代詩

須之部 彩子 川崎市かなⅡ 澄田 竹珠 横浜市漢字Ⅱ秀作賞

須山 聡美 横浜市漢字Ⅰ 須山 瞳 横浜市漢字Ⅰ

諏訪 勝則 横須賀市漢字Ⅰ 諏訪部 芳昧 川崎市かなⅠ

石 竜之介 相模原市大　字 関口 紫月 横浜市漢字Ⅱ

関口 奈緒乃 川崎市かなⅠ 関本 弥生 横浜市篆　刻

千日 心真 厚木市近代詩 曽根 正知代 横浜市近代詩

高井 はるみ 横浜市かなⅠ 高石 玲華 相模原市近代詩

高木 高常 横浜市漢字Ⅰ 高久 華邨 平塚市漢字Ⅰ秀作賞

高久 華邨 平塚市近代詩 高久 美穂 横浜市かなⅠ

高島 章生 横浜市篆　刻 高嶋 松翠 横浜市漢字Ⅰ

高島 宗秦 秦野市漢字Ⅰ 高田 健士郎 横浜市大　字

高田 光鳳 横浜市漢字Ⅰ 高橋 丹美 相模原市漢字Ⅰ

高橋 敬瑤 川崎市かなⅠ 高橋 孝輔 横浜市漢字Ⅱ

高橋 湖芳 横浜市近代詩 高橋 沙季 大磯町近代詩

高橋 早苗 大磯町近代詩 高橋 尚俊 相模原市かなⅡ

高橋 晶泉 茅ヶ崎市漢字Ⅰ 高橋 茜愁 海老名市漢字Ⅰ

高橋 美水 横浜市漢字Ⅱ 高橋 浩美 伊勢原市漢字Ⅰ

高橋 芳舟 横浜市かなⅡ 高橋 真紀子 横浜市かなⅡ

高橋 真理子 横浜市漢字Ⅱ 高橋 康子 横浜市近代詩

高橋 康子 川崎市漢字Ⅱ 高橋 由樹 横浜市かなⅡ

高橋 由利子 川崎市近代詩 高橋 麗江 大和市漢字Ⅰ

高浜 静観 横浜市大　字 高本 直子 横浜市かなⅠ

高山 正湖 川崎市かなⅡ 高山 裕子 海老名市かなⅠ佳作賞

高山 裕子 海老名市かなⅡ 滝井 蒼丘 横浜市漢字Ⅰ

瀧口 素子 横浜市かなⅠ 滝澤 鋭岳 相模原市漢字Ⅰ

滝澤 舜健 横浜市かなⅠ 田窪 草丘 川崎市かなⅠ

武井 美翠 横浜市漢字Ⅰ 竹内 生子 横浜市近代詩

竹内 玉舟 横浜市かなⅠ 武内 敏子 二宮町漢字Ⅰ

武川 恭代 藤沢市漢字Ⅱ 武田 正彦 平塚市かなⅠ

竹花 栄華 相模原市漢字Ⅰ 武林 泉秀 大和市かなⅡ

武部 圭子 横浜市かなⅡ 田二見 栖李 鎌倉市漢字Ⅰ

田代 映扇 開成町かなⅠ 田代 青漣 相模原市漢字Ⅱ

田中 聿巧 大和市漢字Ⅰ 田中 紅宇 横浜市漢字Ⅰ

田中 紅苑 横浜市前　衛 田中 浄笙 伊勢原市近代詩佳作賞

田中 浄笙 伊勢原市漢字Ⅱ 田中 朋香 横浜市漢字Ⅰ

田中 由江 横浜市かなⅡ 田邉 恵佳 川崎市近代詩

5/10 ページ



神奈川県 （会友公募・公募）

第72回毎日書道展都道府県別入選者一覧

田辺 輝風 伊勢原市漢字Ⅰ 谷口 美代子 川崎市近代詩

谷口 由美子 秦野市かなⅡ 谷澤 博幸 横浜市近代詩

種市 進 川崎市近代詩 田原 久美子 大磯町近代詩

玉井 ちづ子 横浜市近代詩 玉井 ちづ子 横浜市漢字Ⅱ

玉置 旭萌 横浜市かなⅡ 玉理 恵子 横浜市漢字Ⅱ

田村 篤夫 横浜市漢字Ⅱ 田村 梨華 横浜市漢字Ⅱ

他谷 齊帆 横浜市漢字Ⅱ 丹沢 孝之 葉山町刻　字

丹生 香雪 藤沢市漢字Ⅰ 力石 美津子 湯河原町漢字Ⅱ

千葉 須美子 川崎市かなⅡ 千葉 芳州 海老名市漢字Ⅱ

千葉 美紀 横浜市漢字Ⅱ 一寸木 彩葩 横須賀市漢字Ⅱ佳作賞

塚本 紘一 横浜市漢字Ⅰ 塚本 桐泉 相模原市近代詩

津川 剣勇 秦野市大　字 柘植 重雄 秦野市近代詩

辻本 花泉 鎌倉市漢字Ⅰ 土田 美香 秦野市かなⅡ

土田 ゆかり 大和市漢字Ⅱ 土屋 和彦 相模原市漢字Ⅰ

土屋 妙蒲 横浜市漢字Ⅰ 筒井 利子 横浜市かなⅡ

都築 雅子 横浜市近代詩 堤 慎悟 小田原市漢字Ⅱ

堤 遊歩 横浜市漢字Ⅱ 坪根 啓子 横浜市近代詩

露木 蕙良 南足柄市漢字Ⅱ佳作賞 露崎 小蘭 横浜市近代詩

鶴賀 一漣 横浜市かなⅡ 鶴賀 一漣 横浜市かなⅠ

出口 真悠子 川崎市かなⅡ 手塚 章司 海老名市漢字Ⅰ

寺尾 順子 相模原市漢字Ⅰ 遠田 謙吉 海老名市漢字Ⅰ

時田 京子 海老名市漢字Ⅱ 徳桝 崇子 横浜市かなⅡ

戸嶋 萌舟 横浜市漢字Ⅰ 戸田 暁雪 横浜市かなⅡ

戸田 香葉 藤沢市漢字Ⅰ 戸田 正之 川崎市漢字Ⅰ

戸田 緑葉 川崎市近代詩 戸塚 千陽 横浜市かなⅡ

戸塚 郁子 大磯町近代詩 鳥羽 青霄 相模原市漢字Ⅰ

富岡 佳葉 川崎市漢字Ⅰ 富山 秋明 平塚市漢字Ⅱ

冨山 雪谿 横浜市漢字Ⅱ 豊川 南香 相模原市漢字Ⅰ

豊國 麗谷 鎌倉市漢字Ⅰ 豊田 昌子 相模原市かなⅠ

鳥澤 晴康 大井町前　衛 大和市漢字Ⅰ秀作賞

内藤 晴雪 横浜市漢字Ⅰ 中井 春子 横浜市近代詩

永井 香峰 小田原市漢字Ⅱ 長井 黙庵 綾瀬市近代詩

永石 玉舟 茅ヶ崎市漢字Ⅰ 中仮屋 相豊 相模原市近代詩

中澤 景星 横浜市近代詩佳作賞 横浜市大　字

横浜市漢字Ⅱ 中澤 良子 大磯町近代詩

長沢 照子 横浜市かなⅠ 中島 白隆 藤沢市近代詩

中添 純一 横浜市刻　字 中田 知子 横浜市かなⅠ

中田 保子 横浜市かなⅡ 仲田 美奈子 横須賀市篆　刻

長谷 孝静 相模原市漢字Ⅰ 中西 富久子 相模原市漢字Ⅰ

中野 栄華 川崎市漢字Ⅰ 長野 和美 横浜市近代詩

永野 栖颯 横浜市漢字Ⅰ 中林 淳子 横浜市近代詩

中林 碧泉 横浜市近代詩 長嶺 天風 横浜市漢字Ⅱ

中村 綾子 横浜市かなⅡ 中村 清園 藤沢市漢字Ⅰ

中村 千佳 鎌倉市漢字Ⅱ 中村 朝友 藤沢市漢字Ⅰ

中村 朋城 横浜市漢字Ⅱ 中村 真由子 相模原市漢字Ⅰ

中村 有香 横浜市かなⅠ 中屋 啓太 平塚市漢字Ⅱ

中屋 啓太 平塚市前　衛 中山 佳栄 横浜市漢字Ⅱ

中山 翠洸 横浜市漢字Ⅰ 永吉 仁 相模原市篆　刻

奈良原 汀柯 横浜市かなⅡ 成田 有羽 横浜市漢字Ⅰ

成水 りえ 小田原市漢字Ⅰ 成見 睦 横浜市かなⅡ

南部 澄寿 川崎市かなⅡ 仁木 悠月 藤沢市漢字Ⅰ

西 北載 横浜市かなⅡ 西尾 裕子 横浜市前　衛

西岡 輔 逗子市近代詩 西方 道代 大和市漢字Ⅱ
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西口 太佳子 横浜市近代詩 西崎 影羽 横浜市漢字Ⅱ

西野 青燕 大和市近代詩 西野 竹影 小田原市漢字Ⅱ

西村 瑞苑 綾瀬市漢字Ⅱ 西村 千津子 逗子市かなⅠ

西村 秀行 横浜市漢字Ⅱ 西村 昌代 横浜市近代詩

西村 保雄 横浜市漢字Ⅰ 西山 喜雪 川崎市かなⅠ

二瓶 和馬 横浜市大　字佳作賞 二瓶 和馬 横浜市漢字Ⅱ

庭山 香澄 大和市かなⅡ秀作賞 額田 由有子 横浜市大　字

沼田 篝峰 川崎市大　字 根本 恵利加 川崎市近代詩

納富 晴子 平塚市近代詩 野上 沙織 横浜市漢字Ⅱ

野口 佳珠 川崎市漢字Ⅰ佳作賞 野口 佳珠 川崎市漢字Ⅱ

野口 美峰 横浜市漢字Ⅰ 野澤 浩子 相模原市近代詩

能澤 茉佑香 横浜市漢字Ⅱ 野田 真弓 横浜市近代詩

野間 阡姚 川崎市漢字Ⅱ 野村 喜美 横浜市漢字Ⅰ

野村 公子 横浜市近代詩 葉狩 如悠 葉山町かなⅠ

波木井 千鶴子 横浜市かなⅡ 橋本 雪麗 相模原市漢字Ⅱ

橋本 千鶴子 横浜市近代詩 長谷川 華峰 横浜市近代詩

長谷川 穂茜 鎌倉市漢字Ⅰ 長谷川 美知江 厚木市漢字Ⅱ

長谷川 裕城 横浜市漢字Ⅱ 波多野 和敬 藤沢市漢字Ⅰ

波多野 圭春 横浜市漢字Ⅱ 廿日出 翠華 川崎市漢字Ⅱ

八田 紫苑 横浜市漢字Ⅰ 花上 サト代 厚木市かなⅡ

花澤 和美 横浜市かなⅠ 花田 梨奈 横浜市近代詩

馬場 青慧 横浜市かなⅠ 馬場 美幸 横浜市漢字Ⅱ

馬場 庸子 川崎市かなⅡ 濱 恵子 相模原市かなⅠ

濱 星藍 川崎市近代詩 濵口 佳舟 横浜市漢字Ⅰ

濱島 香坡 相模原市近代詩 早坂 天岑 横浜市かなⅠ

林 泉 横浜市篆　刻 林 敏子 横浜市かなⅡ

早瀬 秀蘭 横浜市漢字Ⅰ 原 亜衣子 平塚市漢字Ⅱ

原 香堤 茅ヶ崎市漢字Ⅰ 伴 美紀 横浜市かなⅡ

東 啓行 鎌倉市漢字Ⅱ 疋田 伸汎 相模原市かなⅠ

飛田 鶴情 横浜市かなⅡ 日向 竹雨 横須賀市かなⅡ

平井 万葉 横浜市漢字Ⅱ 平方 玉泉 相模原市漢字Ⅰ

平川 明美 横浜市かなⅠ 平澤 毅 横浜市近代詩

平田 龍雪 横浜市漢字Ⅱ 平田 龍雪 横浜市近代詩

平野 亜矢 大和市漢字Ⅱ 平野 紫妍 横浜市漢字Ⅰ

平林 裕子 横浜市篆　刻 平本 喜代子 相模原市漢字Ⅰ

平山 芳子 秦野市かなⅡ 廣井 梧峰 川崎市漢字Ⅰ

広瀬 明子 大磯町近代詩 廣瀬 祐叔 湯河原町かなⅡ

府川 江甫 開成町漢字Ⅱ 福井 昌子 相模原市漢字Ⅰ

福岡 純子 相模原市漢字Ⅰ 福澤 知子 横浜市漢字Ⅱ

福田 千恵子 川崎市前　衛佳作賞 福田 倫子 横浜市漢字Ⅱ

福本 鶴心 相模原市近代詩 福本 駿良 相模原市近代詩

福本 芳波 横須賀市近代詩 福本 紫 相模原市近代詩

藤井 彩苑 大和市近代詩 藤井 芝石 伊勢原市漢字Ⅱ

藤井 芝泉 横浜市かなⅠ 藤井 実山 横浜市漢字Ⅱ

藤井 蘭秀 相模原市近代詩 藤尾 秋榮 平塚市前　衛

藤倉 汀雪 横浜市近代詩 藤崎 涼華 川崎市漢字Ⅰ

藤田 溪水 横浜市近代詩 藤田 昊良 鎌倉市漢字Ⅰ

藤田 鯉水 秦野市漢字Ⅰ 藤谷 妙香 平塚市漢字Ⅱ

藤波 研 川崎市大　字 藤宮 心筆 横浜市近代詩

船津 亜紀 川崎市漢字Ⅱ 古内 あい子 横浜市かなⅡ

古尾谷 華畦 川崎市漢字Ⅰ 古川 静 藤沢市近代詩

古原 晃流 藤沢市かなⅠ 別府 竹静 横須賀市漢字Ⅰ

星野 玉蕉 鎌倉市かなⅡ 横浜市漢字Ⅱ
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横浜市近代詩 穂住 尚華 茅ヶ崎市大　字

細井 隼人 鎌倉市近代詩 細川 隆苑 大磯町漢字Ⅰ

堀 浩子 川崎市近代詩 堀江 泰弘 茅ヶ崎市近代詩

堀口 紫峰 小田原市漢字Ⅱ 堀口 玲子 横浜市かなⅡ

本城 岳翠 横浜市漢字Ⅰ 本多 千城 横浜市漢字Ⅱ

本多 美秋 小田原市漢字Ⅱ 本坊 佳代子 横浜市かなⅠ

前田 祥蘭 横須賀市漢字Ⅰ 政岡 照美 横浜市漢字Ⅱ

真坂 美奈子 横浜市漢字Ⅱ 正木 時雨 相模原市近代詩

増田 好枝 横浜市漢字Ⅱ 松井 智恵 横浜市漢字Ⅱ

松井 幸枝 横浜市かなⅡ 松浦 漆聳 横浜市漢字Ⅱ

松尾 智子 鎌倉市漢字Ⅱ 松崎 桂香 大和市大　字

松嶋 智子 川崎市近代詩 松田 梓 相模原市大　字

松田 伯星 横浜市近代詩 松谷 裕葉 相模原市漢字Ⅰ

松永 玲篁 川崎市かなⅡ 松原 静香 横浜市かなⅠ

松平 昭子 横浜市漢字Ⅱ 松日楽 ひろ子 横浜市かなⅡ

松村 東洲 横浜市漢字Ⅱ 松本 紅瑞 葉山町漢字Ⅰ

松本 芳枝 相模原市篆　刻 的井 溢子 川崎市かなⅡ

丸山 玉水 横須賀市かなⅡ 圓山 由香 茅ヶ崎市漢字Ⅱ佳作賞

見上 恵峰 横浜市かなⅠ 三澤 千春 横浜市大　字

水口 影子 横須賀市かなⅡ 水野 燕風 川崎市近代詩秀作賞

水野 燕風 川崎市漢字Ⅱ 三隅 康司 藤沢市かなⅡ

溝口 光瞳 横浜市かなⅠ 溝田 玉水 茅ヶ崎市漢字Ⅰ佳作賞

御園生 芳瑤 横浜市前　衛 三竹 芳枝 秦野市大　字

三谷 夏生子 川崎市近代詩 三谷 夏生子 川崎市漢字Ⅱ

湊谷 洋子 横浜市漢字Ⅱ 湊谷 洋子 横浜市かなⅠ

皆見 利香 横浜市近代詩 南野 桂村 平塚市前　衛佳作賞

南野 桂村 平塚市漢字Ⅱ 宮明 恵子 伊勢原市近代詩

宮内 香映 二宮町かなⅡ 宮川 欣恵 相模原市漢字Ⅰ

宮澤 恵美 横浜市漢字Ⅰ 宮澤 和子 横浜市かなⅠ

宮沢 季緒 座間市刻　字 宮嶋 春峰 綾瀬市近代詩

宮田 恵美子 横浜市篆　刻 宮田 芳春 横浜市漢字Ⅰ

宮元 紫嬰 横浜市漢字Ⅰ 宮本 康子 横浜市かなⅠ

三好 翠泉 大和市漢字Ⅱ 武藤 桂山 大和市大　字

村岡 瑞祥 横浜市漢字Ⅱ 村上 廣茜 鎌倉市漢字Ⅰ佳作賞

村上 彩豊 横浜市近代詩 村上 静竹 横浜市漢字Ⅱ

村上 千晶 川崎市近代詩 村上 真由 鎌倉市漢字Ⅱ

村上 恵 横浜市近代詩 村木 小篁 逗子市漢字Ⅱ

村瀬 秀華 横浜市漢字Ⅰ佳作賞 村本 裕香 藤沢市近代詩

村山 九隆 横浜市篆　刻 茂木 育子 座間市近代詩

望月 琴流 横浜市漢字Ⅰ 望月 祐也 平塚市かなⅠ

森 江津子 横須賀市漢字Ⅰ 森 玉舟 横浜市かなⅡ

森 天佑 川崎市漢字Ⅱ 森 智子 横浜市刻　字

森下 希萃 横浜市漢字Ⅰ 森下 煌波 横須賀市かなⅠ

森下 彩桜 相模原市漢字Ⅰ 森本 寿美 横浜市近代詩

森山 紫音 横浜市かなⅡ 守山 由三子 横浜市近代詩

森脇 華秋 平塚市前　衛 諸岡 奈津子 横浜市かなⅡ

八戸 白汀 横浜市漢字Ⅰ 八木 孝子 相模原市近代詩

八木 哲雄 相模原市近代詩 八木 伴晴 相模原市近代詩

八木 真澄 相模原市近代詩 柳下 秋玲 小田原市漢字Ⅱ

矢島 由紀 川崎市漢字Ⅱ 保田 純花 相模原市漢字Ⅰ

安武 真理子 座間市漢字Ⅱ 谷津田 裕紀 横浜市かなⅡ

谷内 秀翠 座間市漢字Ⅱ 柳井 岺泉 相模原市かなⅡ

柳 隆次 横浜市近代詩佳作賞 矢野 喜美代 川崎市かなⅠ
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矢野 玉苑 横浜市前　衛 矢野 水鼓 川崎市漢字Ⅱ

矢吹 友子 横浜市近代詩 山浦 晋一朗 相模原市近代詩

山口 香盛 相模原市漢字Ⅰ 山口 さゆり 相模原市篆　刻

山口 笙蘭 横浜市漢字Ⅰ 山口 歳子 海老名市漢字Ⅱ

山崎 知子 横浜市近代詩 山崎 紀予子 川崎市近代詩

山崎 櫻蒲 相模原市漢字Ⅰ 山崎 茜翔 川崎市漢字Ⅱ

山下 喜久枝 川崎市漢字Ⅱ 山下 翠圃 横浜市近代詩

山下 範子 川崎市かなⅡ 山下 範子 川崎市かなⅠ

山田 いづみ 横浜市かなⅡ 山田 華映 伊勢原市近代詩

山田 豊畊 横浜市近代詩 山田 龍章 川崎市近代詩

山田 龍章 川崎市大　字 山田 嶺花 秦野市大　字佳作賞

山中 新月 横浜市漢字Ⅱ 山室 悠香 横浜市大　字

山本 勝盛 大磯町近代詩秀作賞 山本 昇平 平塚市大　字

山本 利廣 横浜市かなⅠ 山本 宏美 横浜市かなⅡ

山本 眞理子 川崎市近代詩 山本 溶月 大和市漢字Ⅱ

湯浅 真知子 大和市近代詩 豊 容子 横浜市かなⅠ

横倉 逍遙 大和市漢字Ⅱ 横山 和子 川崎市かなⅠ

吉川 貴子 相模原市漢字Ⅰ 吉川 玉兎 葉山町漢字Ⅱ

吉川 聡子 川崎市近代詩 吉川 由子 横浜市近代詩

吉澤 伊津子 川崎市漢字Ⅱ 吉田 喜美子 横浜市大　字

吉田 珠晃 横浜市近代詩 吉田 稔山 横浜市漢字Ⅱ

吉田 純 横浜市大　字 吉田 艸珱 座間市漢字Ⅰ

吉田 艸美 川崎市前　衛 吉田 千尋 秦野市漢字Ⅱ

吉田 芳泉 海老名市漢字Ⅱ 吉田 蘭逕 横浜市大　字

吉留 真理 横浜市近代詩 吉野 菜見 鎌倉市かなⅡ

吉原 芙美 横浜市かなⅡ 吉福 智子 川崎市大　字

吉村 明子 綾瀬市近代詩 米田 白花 横浜市大　字

若林 律子 川崎市かなⅡ 和佐 栄 横浜市かなⅡ

和田 浩彩 秦野市かなⅠ 和田 浩彩 秦野市かなⅡ

和田 白浪 小田原市漢字Ⅱ佳作賞 和田 久子 相模原市かなⅡ

和田 凌摩 大和市漢字Ⅱ 渡瀬 英仁 横浜市漢字Ⅱ

渡邉 文 横浜市大　字 渡邉 郁子 横浜市漢字Ⅱ

渡邉 久美子 横浜市漢字Ⅱ 渡邉 弧香 横須賀市漢字Ⅱ

渡辺 水鐵 横浜市漢字Ⅰ 渡辺 聖峰 藤沢市漢字Ⅱ

渡辺 則子 横浜市かなⅡ 渡邉 芙佐子 横浜市かなⅠ

渡部 美代子 大和市かなⅠ
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青木 青紀 横浜市かなⅡ 赤坂 萌々 相模原市かなⅡU23奨励賞

浅野 后哉 横浜市刻　字 足立 美雪 川崎市漢字Ⅰ

荒井 理紗子 藤沢市大　字 猪狩 優里子 横浜市近代詩

市川 寛厳 横浜市漢字Ⅱ 犬飼 まなみ 横浜市漢字Ⅱ

井上 菜々子 横浜市近代詩 井ノ口 愛子 横浜市かなⅡ

井村 彩季 横浜市漢字Ⅱ 内田 梅泉 横浜市漢字Ⅰ

大滝 梨花 平塚市かなⅠ 大野 咲子 横浜市漢字Ⅰ

大森 由美子 横浜市かなⅡ 大矢 真実 横浜市大　字

大矢 祐実 横浜市漢字Ⅱ 柿沼 萌 川崎市漢字Ⅱ

加藤 恵里奈 横浜市近代詩 加藤 百合子 横浜市近代詩

叶内 理香子 川崎市漢字Ⅱ 楠木 彩珠 川崎市漢字Ⅰ

窪田 真由美 横浜市漢字Ⅱ 久保埜 大樹 相模原市近代詩

栗田 彩花 平塚市漢字Ⅰ 黒木 祐里 横浜市近代詩

小池 芳弘 藤沢市かなⅡ 小島 綺花 横浜市近代詩

佐伯 玲泉 川崎市漢字Ⅰ 坂口 友理 横浜市かなⅠ

櫻井 希莉 横浜市漢字Ⅱ 櫻井 康平 川崎市漢字Ⅰ

棧敷 珠恵 横浜市かなⅡ 佐野 智美 横浜市大　字

重松 弘毅 横浜市大　字 澁谷 美帆 横浜市大　字

嶋森 涼香 横浜市漢字Ⅱ 菅沼 遥 横浜市近代詩

鈴木 雪嶺 横浜市漢字Ⅱ 砂村 朱璃 川崎市かなⅡ

高野 涼夏 川崎市漢字Ⅱ 田口 貴一 横浜市大　字

田口 翠彩 横浜市大　字 田中 美和子 横浜市かなⅡ

谷垣 結 横浜市大　字 田野 茜 大和市漢字Ⅱ

塚原 大智 藤沢市漢字Ⅱ 藤花 宏實 横浜市漢字Ⅱ

中原 美苑 伊勢原市漢字Ⅱ 中村 風香 横須賀市近代詩

難波 勝明 横浜市大　字 南部 美貴 横浜市近代詩

西 真利奈 横浜市かなⅡ 野口 紗珠 川崎市漢字Ⅰ

馬場 竣也 座間市漢字Ⅱ 濵田 英梨子 横浜市漢字Ⅱ

濵田 菜々子 川崎市近代詩 早川 菜沙 大磯町近代詩

林 蘭愛 大磯町近代詩U23奨励賞 春田 杏 相模原市近代詩

春田 楓 相模原市近代詩 平野 うらら 大磯町近代詩

深野 優斗 横浜市近代詩 藤井 柚寧 横浜市漢字Ⅱ

藤方 愛子 藤沢市かなⅡ 眞壁 千菜 川崎市かなⅠ

牧瀬 久美子 横浜市漢字Ⅱ 増渕 冴月 川崎市漢字Ⅰ

松本 圭玉 横浜市かなⅡ 溝部 梨花 川崎市前　衛

守山 螢舟 川崎市近代詩 山口 慧 相模原市漢字ⅡU23奨励賞

山下 美怜 横浜市漢字Ⅱ 湯舟 香奈 相模原市近代詩

吉川 侑里 大和市近代詩 米山 遥香 横浜市近代詩

脇 梓 綾瀬市漢字ⅠU23奨励賞 渡辺 和音 相模原市かなⅠ
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