
山梨県 （会友公募・公募）
愛澤 皎舟 富士吉田市刻　字 青沼 絵里 南アルプス市漢字Ⅱ

秋山 佳峰 富士川町漢字Ⅱ 浅川 虚堂 北杜市近代詩

浅沼 翠香 富士吉田市刻　字 浅野 瑞鳳 甲府市漢字Ⅰ

天野 秀艸 都留市刻　字 天野 凌雲 大月市刻　字

雨宮 春影 大月市大　字 有墨 玲鳳 甲斐市大　字

有賀 真風 山梨市漢字Ⅰ 安藤 華風 大月市漢字Ⅱ

安藤 桂華 甲斐市漢字Ⅱ 井川 蓮水 南アルプス市漢字Ⅰ

石川 由紀子 富士川町大　字 磯部 和泉 甲府市漢字Ⅱ

磯部 和泉 甲府市大　字 一木 夏月 北杜市漢字Ⅰ

伊藤 真仁 甲府市刻　字 伊藤 和泉 韮崎市大　字

井上 紅心 南アルプス市漢字Ⅰ 上杉 爽苑 甲府市漢字Ⅱ

大石 春美 富士河口湖町刻　字 大木 郁 笛吹市漢字Ⅰ

大森 艸鶴 笛吹市漢字Ⅰ 大森 柳舟 山中湖村刻　字

小河原 緑泉 甲府市大　字 荻野 煌風 南アルプス市大　字

奥平 将太 山梨市大　字毎日賞 奥山 珪光 甲府市漢字Ⅱ

尾崎 透水 富士川町漢字Ⅰ 長田 綾子 山中湖村かなⅡ

長田 碧芳 甲府市漢字Ⅱ 小佐野 蕙風 富士河口湖町漢字Ⅰ

小佐野 竹華 富士河口湖町刻　字 織田 宗泰 都留市刻　字

小田切 静光 甲斐市大　字佳作賞 小俣 梨香 大月市大　字

笠井 抱月 富士川町漢字Ⅱ佳作賞 勝俣 大霆 富士吉田市刻　字佳作賞

桂田 江揚 甲府市漢字Ⅰ 加藤 虚空 大月市大　字

河東 小桜 北杜市漢字Ⅰ 金山 美鈴 甲府市漢字Ⅱ

金丸 探龍 南アルプス市大　字秀作賞 萱沼 東陽 富士吉田市刻　字

川口 華芳 昭和町大　字 菅 嘯雪 笛吹市漢字Ⅰ

北畑 星幸 大月市近代詩 久保田 綵虹 甲府市大　字

久保田 松華 笛吹市漢字Ⅱ 窪田 博堂 山梨市大　字

久保田 昌子 北杜市近代詩 弦間 虹華 中央市漢字Ⅱ

河野 紫芳 甲府市大　字 河野 青琴 富士吉田市刻　字

後藤 逸盧 忍野村刻　字 後藤 明咊 山梨市漢字Ⅱ

小幡 稔 大月市漢字Ⅱ 小林 和子 富士吉田市刻　字

小林 珠洸 甲府市大　字 小林 幽峰 甲府市漢字Ⅰ

小林 來禽 甲府市漢字Ⅰ秀作賞 込山 恵流 甲府市漢字Ⅱ

斉藤 幽葩 笛吹市漢字Ⅰ 坂本 石楠 甲斐市刻　字

坂本 夢虹 甲斐市漢字Ⅱ 佐々木 由美子 大月市かなⅡ

佐藤 皐苑 甲府市漢字Ⅱ 佐藤 香古 富士河口湖町刻　字

佐野 栖虹 大月市漢字Ⅱ 佐野 みはる 富士河口湖町かなⅡ

篠原 水芳 甲府市漢字Ⅱ 嶋津 香祥 甲府市漢字Ⅱ

清水 暉翠 甲府市漢字Ⅱ 志村 春雪 笛吹市漢字Ⅱ

新海 春響 甲斐市漢字Ⅱ 艸 穂兆 甲府市漢字Ⅰ

曽根 碩城 甲州市漢字Ⅱ 高瀬 芳泉 甲府市大　字

高野 蕗風 笛吹市大　字 高橋 晃葉 甲府市大　字

高橋 霽流 甲州市刻　字 高橋 雄岳 北杜市漢字Ⅱ

高村 光風 山中湖村刻　字 滝本 雅沾 大月市大　字

竹入 充子 韮崎市漢字Ⅱ 武田 一宏 甲府市刻　字

田中 華漣 大月市漢字Ⅱ 田中 渓香 甲州市漢字Ⅱ

田中 佳翠 笛吹市漢字Ⅱ 田辺 千寿 甲州市大　字

田村 麻綾 富士河口湖町刻　字 塚本 耿泉 甲府市大　字秀作賞

塚本 耿泉 甲府市漢字Ⅱ 辻 八重子 笛吹市かなⅡ

土屋 智美 富士吉田市刻　字 角田 栖華 甲府市刻　字

鶴田 草花 笛吹市漢字Ⅰ 手塚 旺華 甲府市近代詩

外川 秀苑 富士河口湖町刻　字 中井 菱娟 甲府市漢字Ⅱ

中島 尋泉 韮崎市漢字Ⅰ 中西 志龍 大月市大　字

名取 松吟 甲府市漢字Ⅱ 七沢 菱煌 甲府市漢字Ⅱ
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山梨県 （会友公募・公募）
奈良 憲一 富士吉田市刻　字 奈良 游香 都留市大　字

西山 虹華 富士吉田市刻　字 野中 霞秀 都留市刻　字

萩原 秋香 甲府市大　字 長谷部 美芳 甲府市漢字Ⅰ

畑 紅蓮 甲斐市漢字Ⅰ 花形 天童 甲府市漢字Ⅱ毎日賞

原田 花苑 上野原市漢字Ⅰ 日野原 春光 笛吹市刻　字

平井 聚堂 北杜市大　字 平尾 天巌 甲府市刻　字

廣瀬 蕗香 山梨市漢字Ⅰ 深澤 薫 富士吉田市刻　字

深澤 悠帰 韮崎市近代詩 福田 秀萌 大月市漢字Ⅱ

福田 透雲 甲斐市漢字Ⅱ秀作賞 藤本 青嵐 都留市刻　字

藤森 蒼香 北杜市漢字Ⅰ 舟窪 之歩 富士吉田市刻　字

古屋 洛苑 甲府市漢字Ⅱ 保坂 看花 笛吹市大　字

保坂 由喜子 甲府市漢字Ⅱ 星野 美泉 甲府市漢字Ⅱ

堀田 耕悦 南アルプス市刻　字 本間 裕教 山梨市刻　字

間瀬 康夫 甲斐市漢字Ⅰ 松井 白陽 甲府市漢字Ⅰ

的場 弥生 山梨市漢字Ⅱ秀作賞 丸山 樂水 甲府市漢字Ⅱ

丸山 心華 甲府市大　字 三浦 都 甲斐市刻　字

水田 朱芳 甲斐市大　字 水田 朱芳 甲斐市漢字Ⅱ

三井 春草 北杜市かなⅡ佳作賞 宮下 麻実 山中湖村刻　字

宮下 蒼石 富士吉田市大　字 宮下 奈美 富士吉田市刻　字

武川 芳雲 山梨市大　字 武川 芳雲 山梨市漢字Ⅱ

望月 星坡 大月市大　字 望月 美代子 大月市刻　字

望月 嘉子 甲斐市篆　刻 望月 麗葩 大月市大　字

矢野 翠堂 都留市漢字Ⅰ 山縣 裕海 甲府市大　字

山口 妙子 富士吉田市刻　字 山田 収 甲府市刻　字

山田 紅楓 甲府市大　字 山田 文仙 甲府市かなⅡ

山本 佳園 甲府市漢字Ⅰ 吉岡 幽月 甲府市大　字

吉野 香葉 甲府市漢字Ⅰ 渡邉 一徑 忍野村大　字佳作賞

渡邉 一徑 忍野村漢字Ⅱ 渡辺 蘇心 甲府市漢字Ⅰ

渡辺 美知子 大月市大　字
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山梨県 （Ｕ23）
雨宮 直美 甲州市近代詩U23奨励賞 落合 月花 南アルプス市大　字U23奨励賞

小野 火炎 都留市大　字U23新鋭賞 小宮 麗煌 大月市大　字

坂本 耿陽 大月市漢字Ⅱ 志田 幻雨 南アルプス市大　字

辻 来夢 笛吹市漢字Ⅰ 中村 法希 富士吉田市刻　字

秦 龍之介 上野原市大　字 宮原 蒼映 大月市大　字
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