
静岡県 （会友公募・公募）
青木 凌彩 沼津市かなⅡ 青嶋 治恵 藤枝市かなⅡ

青野 芝玲 掛川市近代詩 秋山 佳代子 静岡市大　字

浅川 隆子 御殿場市大　字 天野 由美 浜松市漢字Ⅰ

有友 啓扇 浜松市漢字Ⅰ 有賀 虹泉 伊東市漢字Ⅰ

飯田 南園 磐田市漢字Ⅰ 五十嵐 美佐 富士市漢字Ⅰ

池田 皋鶴 袋井市漢字Ⅰ 井澤 懐玉 藤枝市前　衛

石上 一枝 藤枝市前　衛 石神 レツ 静岡市かなⅡ

石田 妙子 伊東市近代詩 磯部 敏子 磐田市近代詩

伊藤 春翔 浜松市かなⅡ 伊藤 安代 静岡市かなⅠ

稲葉 歌子 富士宮市漢字Ⅰ 稲葉 修一 松崎町漢字Ⅱ

稲葉 孝子 松崎町大　字 犬浦 玉瑛 富士宮市刻　字

今村 彩鳳 静岡市かなⅡ 伊与田 佳琳 磐田市漢字Ⅰ

岩岡 靖子 函南町かなⅡ 岩崎 陽子 浜松市近代詩

岩瀬 瑞琴 富士市漢字Ⅱ秀作賞 岩本 光雄 焼津市前　衛

牛島 楳静 静岡市かなⅡ 内野 陽子 伊東市近代詩

梅原 玉豊 函南町かなⅡ 浦田 光有 静岡市前　衛

蝦名 凌郷 静岡市かなⅡ 遠藤 芝鳳 富士市近代詩

遠藤 秀瑞 東伊豆町漢字Ⅰ 生沼 眞如 熱海市漢字Ⅱ

大石 愛花 藤枝市前　衛秀作賞 大石 恵子 島田市前　衛

大石 蒼昶 川根本町近代詩 大石 碧堂 吉田町漢字Ⅰ

大石 幸 島田市前　衛 大草 芝香 浜松市漢字Ⅰ

大草 逢春 浜松市漢字Ⅰ 太田 加奈子 袋井市大　字

太田 孝翠 浜松市近代詩 太田 秀月 浜松市前　衛

太田 清峯 浜松市近代詩 大舘 尚苑 熱海市近代詩

大塚 光琴 静岡市前　衛 大塚 曜子 静岡市大　字

大箸 和悠 富士市漢字Ⅰ 大畑 守拙 焼津市漢字Ⅰ

大村 武 静岡市かなⅡ 岡崎 正也 伊東市近代詩

岡村 玉鸞 浜松市刻　字毎日賞 岡村 節子 静岡市かなⅡ

荻野 京子 伊豆市近代詩 奥島 美苗 静岡市かなⅡ

小澤 尚雲 浜松市かなⅡ 小沢 清風 浜松市前　衛

小田 智泉 伊東市漢字Ⅰ 影島 統苑 富士市漢字Ⅰ

片岡 由香 御殿場市かなⅡ 勝部 翔雲 御殿場市近代詩

勝又 華織 御殿場市近代詩 勝亦 花祥 静岡市かなⅡ

勝又 希美子 静岡市漢字Ⅱ 勝又 康子 小山町大　字

加藤 桂谷 浜松市近代詩 加藤 紫香 富士市刻　字

加納 溪春 富士市漢字Ⅰ秀作賞 神谷 恵芳 浜松市近代詩

亀田 恵暘 富士宮市漢字Ⅰ 川口 雅心 浜松市近代詩

川口 光春 伊豆の国市近代詩 菊地 煌芳 静岡市かなⅠ

菊間 美穂 清水町かなⅡ 岸端 さち 吉田町大　字

北島 恵泉 浜松市漢字Ⅰ 北詰 芳子 富士市篆　刻

北村 侑桜 三島市漢字Ⅰ 木村 邦子 長泉町大　字

木村 邦子 長泉町漢字Ⅱ 楠野 隆子 浜松市近代詩

久野 流水 富士市かなⅡ 窪沢 清婉 富士市刻　字

久保田 豊鳴 浜松市漢字Ⅰ 久米 白扇 磐田市漢字Ⅰ

栗田 春美 静岡市漢字Ⅱ 黒田 松雲 伊東市漢字Ⅰ

小泉 泰子 静岡市かなⅡ 小鹿 理香 静岡市かなⅡ佳作賞

児玉 翠香 御殿場市近代詩 後藤 幽智 静岡市かなⅠ

小林 啓祥 富士宮市漢字Ⅱ 小林 尚葉 富士市近代詩

小林 幸雄 島田市かなⅡ 小柳 麗江 静岡市かなⅠ

犀川 玉韻 浜松市刻　字 齋藤 春泉 浜松市漢字Ⅰ

斎藤 智子 富士宮市漢字Ⅰ 酒井 秀仙 静岡市かなⅠ

酒井 浩之 浜松市大　字 榊原 橘花 静岡市漢字Ⅱ

坂田 由利子 伊東市前　衛 佐久間 照子 静岡市かなⅡ
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静岡県 （会友公募・公募）
桜田 京子 静岡市かなⅡ 桜田 祥京 静岡市かなⅠ

櫻本 太志 函南町大　字毎日賞 佐々木 ルミ 静岡市近代詩

佐藤 花洋 静岡市かなⅡ 佐藤 紅苑 浜松市漢字Ⅰ

佐藤 泉洋 掛川市近代詩 佐藤 朋子 富士市大　字

佐藤 友美 三島市漢字Ⅰ 佐野 恵霞 富士宮市漢字Ⅰ

佐野 三麗 富士市近代詩 澤田 柳苑 伊東市かなⅡ

澤本 花彰 静岡市かなⅡ 篠崎 江邨 富士市近代詩

柴田 琴風 湖西市漢字Ⅰ 芝田 雪柳 富士市漢字Ⅱ

清水 和子 静岡市大　字 下田 旭泉 伊東市漢字Ⅰ

新貝 瑞花 浜松市漢字Ⅰ 神納 真実 静岡市かなⅠ

杉浦 光慶 島田市前　衛 杉本 綏草 島田市かなⅡ

杉本 磨喜子 伊東市近代詩 杉山 瑚葉 掛川市近代詩

杉山 翠芳 御殿場市近代詩 杉山 凌恭 静岡市かなⅡ佳作賞

杉山 凌姿 静岡市かなⅠ 鈴木 櫻山 森町近代詩

鈴木 紀美代 藤枝市前　衛 鈴木 光波 島田市前　衛

鈴木 光蘭 袋井市前　衛 鈴木 光凜 袋井市前　衛

鈴木 颯丘 浜松市近代詩 鈴木 さや香 伊東市近代詩

鈴木 芝香 掛川市近代詩 鈴木 春渓 浜松市漢字Ⅰ

鈴木 尚香 島田市大　字 鈴木 教代 静岡市かなⅠ

鈴木 典代 伊東市近代詩 鈴木 富葉 御殿場市近代詩

鈴木 豊昌 磐田市漢字Ⅱ 鈴木 雅子 浜松市漢字Ⅱ

鈴木 美恵子 静岡市大　字 鈴木 通恵 静岡市かなⅡ

鈴木 三千代 小山町大　字 鈴木 睦子 浜松市近代詩

鈴木 良枝 御殿場市大　字 鈴木 芳江 小山町大　字

鈴木 由光 御殿場市大　字 鈴木 龍坡 浜松市近代詩

清 君恵 富士宮市漢字Ⅰ 清 悛玲 富士市かなⅠ

関塚 依己 磐田市かなⅠ 多家 珠世 沼津市漢字Ⅱ

高瀬 まなみ 伊東市近代詩 高藤 紫雲 御殿場市近代詩

高橋 光聖 袋井市前　衛 高橋 紫苑 富士市漢字Ⅰ

高橋 直嗣 沼津市大　字 高柳 花邑 静岡市かなⅠ

滝浪 光川 静岡市前　衛佳作賞 田中 啓文 伊東市漢字Ⅰ

谷澤 博子 三島市かなⅡ 玉井 紅鮮 静岡市近代詩

塚本 静草 島田市かなⅡ 土屋 一美 静岡市かなⅠ

坪井 祥仙 静岡市かなⅠ 寺田 青岳 磐田市かなⅡ

照木 駿仙 熱海市漢字Ⅱ 土井 光玲 浜松市前　衛

道家 久美子 下田市漢字Ⅰ 徳増 凛咲 浜松市漢字Ⅰ

冨永 忠夫 島田市大　字 中川 竹汀 浜松市近代詩

長倉 加代子 静岡市大　字 長倉 志野 静岡市大　字

中嶋 凌朱 静岡市かなⅡ 長島 毬果 藤枝市前　衛

中西 光容 浜松市前　衛 中野 雨浄 伊東市漢字Ⅰ

中野 万里子 伊東市近代詩 中村 旭甫 浜松市漢字Ⅱ

中山 芝泉 掛川市近代詩 名倉 栄梨 浜松市近代詩

名倉 啓晶 袋井市大　字 鍋田 優子 静岡市かなⅡ

奈良 舟鶯 三島市かなⅠ 西嶋 光華 富士宮市刻　字

西嶋 草遊 富士宮市刻　字佳作賞 西村 玉芳 静岡市かなⅠ

西村 凌爽 静岡市かなⅡ 仁藤 幽祥 静岡市かなⅡ

野坂 篤美 富士市かなⅠ 野中 雪景 沼津市漢字Ⅰ

野村 恵琳 富士宮市漢字Ⅰ 萩原 かおる 河津町近代詩

長谷川 典子 河津町近代詩佳作賞 波多野 美麗 浜松市近代詩

林 喜久江 小山町大　字 原科 由和 静岡市かなⅡ

平井 寿香 富士市漢字Ⅰ 平田 江輝 静岡市漢字Ⅱ

平田 游希 富士市近代詩 平松 京楓 菊川市漢字Ⅰ

平山 美緒 浜松市かなⅡ 福島 玲花 富士市漢字Ⅰ
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静岡県 （会友公募・公募）
福田 健治 浜松市漢字Ⅱ 藤田 和江 清水町漢字Ⅱ

藤原 初枝 三島市かなⅡ 二間瀬 聖子 浜松市近代詩

細川 有響 袋井市近代詩 堀井 杏苑 掛川市近代詩

松尾 之計已 沼津市大　字 松田 千枝 長泉町漢字Ⅱ

松永 泰然 富士宮市漢字Ⅰ 松本 古琴 伊豆市漢字Ⅰ

松山 直稔 浜松市大　字 三上 璋恵 富士宮市漢字Ⅰ

宮内 龍湖 藤枝市大　字 宮川 箕山 下田市かなⅠ

宮原 英華 伊東市漢字Ⅰ 宮村 弦 島田市前　衛佳作賞

武藤 都秀 伊東市漢字Ⅰ 村上 麗水 浜松市漢字Ⅰ

村口 華香 浜松市漢字Ⅰ 村松 弘華 袋井市漢字Ⅱ

望月 伊公子 静岡市かなⅡ 望月 花聖 静岡市かなⅡ

望月 好華 富士市近代詩 望月 すず江 静岡市漢字Ⅱ

望月 凌咏 静岡市かなⅡ 望月 凌紗 静岡市かなⅡ

望月 令子 富士市近代詩 望月 和響 富士宮市漢字Ⅰ

森下 育朗 焼津市篆　刻 諸井 光人 磐田市前　衛

諸井 光雪 磐田市漢字Ⅱ 門西 恵花 富士市漢字Ⅰ

安田 湖華 浜松市刻　字 安田 つたゑ 伊東市かなⅡ

安永 春竹 三島市前　衛 山内 雅栄 静岡市かなⅡ

山崎 公夫 小山町大　字 山下 芳舟 浜松市近代詩

山島 綉子 静岡市かなⅡ 山田 祥雲 富士市近代詩

山田 翠岺 三島市漢字Ⅰ 山梨 真澄 静岡市漢字Ⅱ

山本 照子 静岡市かなⅡ 湯山 恵美子 小山町大　字

吉澤 一華 沼津市大　字 吉原 春庭 沼津市近代詩

良知 住子 焼津市漢字Ⅱ 渡邊 紅祥 沼津市かなⅡ

渡辺 彩雪 富士市近代詩 渡邉 燦華 富士市漢字Ⅱ

渡邉 唐雪 富士市漢字Ⅱ 渡邊 裕子 富士市かなⅠ

渡辺 有美 藤枝市漢字Ⅰ
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静岡県 （Ｕ23）
芦川 佳央 静岡市大　字 稲葉 未来 伊東市近代詩

猪爪 理沙 伊東市近代詩 江本 桃子 沼津市大　字

大塩 迪奈 河津町近代詩 落合 都 掛川市近代詩

栗原 早紀 清水町大　字 栗原 理沙 清水町大　字

小嶋 友理子 沼津市近代詩 小松 弘明 藤枝市前　衛

佐々木 翔平 浜松市かなⅡ 白柳 孝祐 浜松市漢字Ⅱ

杉下 美久 伊東市近代詩 佃 悠士 伊東市近代詩

萩原 由希美 河津町近代詩 平山 香南 浜松市かなⅡU23奨励賞

丸山 拓也 伊東市近代詩 宗永 牧子 伊東市近代詩

山田 拓真 伊東市近代詩 吉岡 みなみ 富士市刻　字

渡邉 香緒里 富士市刻　字 渡邉 優 富士市漢字Ⅱ

渡邉 優 富士市大　字
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