
広島県 （会友公募・公募）
秋山 霜楓 福山市篆　刻 浅野 素子 府中市かなⅡ佳作賞

芦田 良子 府中市かなⅠ 荒木 美千子 広島市かなⅠ

池田 竹葉 福山市前　衛 石井 幸子 福山市かなⅠ

石井 秀子 福山市かなⅡ 石井 律子 福山市かなⅡ

石原 広香 福山市かなⅡ 市岡 千碩 府中市かなⅡ佳作賞

伊藤 美姫 廿日市市前　衛 井上 千恵子 福山市かなⅠ

井上 東翠 広島市かなⅠ 今村 秀範 広島市漢字Ⅱ

上神 美舟 三原市漢字Ⅰ 上竹 嘉和 広島市前　衛

上野 宏子 福山市漢字Ⅱ 采 錦秋 呉市かなⅡ

大隈 和子 福山市かなⅡ 太田 紅嶺 府中市前　衛

大町 齊邦 福山市漢字Ⅱ 大元 和子 福山市かなⅡ

大本 峯雲 尾道市漢字Ⅰ 岡田 晶子 尾道市かなⅡ

岡田 順子 福山市かなⅠ 岡光 祥和 呉市かなⅡ

岡本 和帆 福山市かなⅡ 岡本 洸舟 福山市前　衛

岡本 知子 呉市漢字Ⅱ 岡本 美緒 広島市前　衛

小倉 都美子 広島市かなⅠ 小島 紅華 福山市漢字Ⅱ

小田原 西湖 広島市漢字Ⅱ秀作賞 香川 孝子 広島市前　衛

柿村 光桃 東広島市漢字Ⅰ 梶岡 美和子 呉市漢字Ⅱ

梶川 歩美 広島市前　衛 片山 月心 大竹市前　衛

金尾 和枝 福山市かなⅡ 金子 早苗 広島市かなⅠ

金盛 ひとみ 尾道市かなⅡ 加納 久子 尾道市かなⅡ

賀谷 雨葉 呉市かなⅠ 川崎 信子 府中市かなⅡ

河本 壽恵 広島市近代詩 神田 亜貴江 広島市漢字Ⅱ

北山 玲子 福山市かなⅠ 木原 杏翠 東広島市前　衛

串田 浩崇 福山市漢字Ⅱ 串田 浩崇 福山市前　衛

倉田 トシ子 福山市かなⅡ 栗原 由紀 福山市近代詩

栗本 りえ 府中市かなⅡ 厚井 幸子 呉市前　衛

香西 灯祥 広島市漢字Ⅰ 河野 初真舟 広島市かなⅡ

小坂 相寿 神石高原町かなⅡ 小坂 芙美 神石高原町かなⅠ

児玉 敦子 福山市かなⅠ 小寺 昌仙 府中市漢字Ⅱ

琴崎 哲山 安芸高田市刻　字 小林 清堂 福山市前　衛

小林 哲郎 広島市篆　刻 斎藤 加代子 広島市前　衛

斉藤 浩子 呉市漢字Ⅱ 西原 美琇 福山市前　衛

佐伯 潔美 府中市かなⅡ 酒井 桂炎 海田町かなⅠ

坂本 富子 広島市前　衛 坂本 白果 広島市前　衛

佐川 ひろ子 広島市かなⅠ 迫 凉二 福山市かなⅡ

佐々木 伸二 広島市前　衛 佐々田 雪子 府中市かなⅡ

佐藤 光邦 福山市漢字Ⅱ 佐藤 光邦 福山市前　衛

佐藤 智子 広島市篆　刻 佐藤 教子 尾道市かなⅡ

佐藤 鯉芳 福山市近代詩 真田 景子 福山市かなⅡ

真田 千恵子 府中市かなⅠ 佐原 芝翠 広島市漢字Ⅱ

澤本 哲男 広島市篆　刻 重竹 桂鳳 東広島市漢字Ⅰ

次重 大華 神石高原町前　衛 清水 洋子 府中町漢字Ⅰ

下土居 好枝 広島市かなⅡ 白石 宵桃 広島市漢字Ⅰ

真野 順子 府中市かなⅡ 杉本 美翠 府中市前　衛

砂田 かゑで 尾道市かなⅡ 住野 虹波 府中町漢字Ⅰ

清野 綾子 広島市近代詩 相馬 清子 福山市かなⅠ

高田 訓江 福山市かなⅡ 高野 國昭 福山市篆　刻

高橋 謹一 福山市前　衛 高橋 春簫 広島市漢字Ⅰ

高橋 光恵 福山市前　衛 高橋 影子 福山市かなⅠ

高丸 恵水 福山市漢字Ⅱ 高丸 恵水 福山市前　衛

瀧川 芳學 広島市近代詩 竹田 東葉 広島市かなⅡ

竹久 清蘭 広島市前　衛 田坂 真由美 呉市前　衛
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広島県 （会友公募・公募）
辰川 邦雲 広島市近代詩 田中 ふじ江 広島市前　衛

田辺 光鳳 東広島市漢字Ⅰ 田部 春月 呉市かなⅠ

田村 豊 広島市前　衛 丹木 恵香 府中市前　衛佳作賞

丹木 恵香 府中市漢字Ⅱ 塚本 恵子 尾道市漢字Ⅰ

津島 久代 福山市前　衛 筒本 ゆかり 呉市近代詩

津間廣 尚山 呉市漢字Ⅱ 津村 秀荘 安芸高田市前　衛

寺岡 紅泉 福山市漢字Ⅱ 寺田 和雪 福山市前　衛

寺谷 陽風 東広島市漢字Ⅱ 傳 五美 福山市かなⅡ秀作賞

土居 雪嶺 福山市漢字Ⅱ 土井 孝子 府中市かなⅠ

土井田 蓉舟 広島市かなⅠ佳作賞 徳永 加奈子 福山市かなⅡ

徳永 春渓 三原市漢字Ⅰ 徳永 ますえ 福山市かなⅡ

戸田 芭秀 福山市前　衛 富田 相廣 呉市かなⅠ佳作賞

冨永 千絵 広島市かなⅠ 冨保 直子 尾道市漢字Ⅰ

冨吉 奈美 広島市前　衛 豊原 美紗 福山市漢字Ⅱ

中井 五月 広島市前　衛 中井 照芭 府中市漢字Ⅱ

中江 妙翠 広島市かなⅡ 永丘 浩一 広島市前　衛

中川 心有 廿日市市前　衛 中野 未砂子 広島市漢字Ⅱ

中原 曳彗 広島市漢字Ⅱ 長原 京華 呉市かなⅡ

中宗 澄香 呉市前　衛 中村 心泉 広島市漢字Ⅱ

中本 由利子 呉市漢字Ⅱ佳作賞 中山 千種 福山市かなⅡ

仁井 佐笑 広島市漢字Ⅱ 西田 祥香 呉市かなⅡ

西村 草仙 広島市漢字Ⅱ 新田 彩陽 庄原市前　衛毎日賞

箱田 恵倫 福山市漢字Ⅱ 箱田 恵倫 福山市前　衛

橋本 秋華 三原市漢字Ⅰ 林 満子 尾道市かなⅡ

原 桜華 広島市漢字Ⅰ 原 紀子 福山市かなⅡ

原田 萬州 広島市漢字Ⅱ 檜浦 逸栄 三原市かなⅡ

日浦 渓舟 呉市かなⅡ 平井 静鳳 三原市漢字Ⅰ

平岡 昭美 呉市前　衛 平田 育代 福山市かなⅡ

平原 純男 竹原市大　字 平山 楽苑 府中市かなⅡ

弘津 弥栄 広島市篆　刻 広中 道枝 府中市かなⅡ

福見 恵泉 呉市かなⅡ 藤井 莟水 福山市かなⅡ

藤井 利江 福山市前　衛 藤岡 雅行 三原市かなⅡ

藤川 佳三 福山市篆　刻 藤村 君子 福山市かなⅠ

藤本 尚史 福山市前　衛 古川 孝子 府中市かなⅠ

古川 鳴峰 尾道市かなⅡ 幣原 抱谷 尾道市漢字Ⅱ

細川 秀子 福山市かなⅡ 堀江 竹翠 東広島市前　衛

槇岡 紫風 府中市漢字Ⅱ佳作賞 槇岡 紫風 府中市前　衛

増井 直 広島市漢字Ⅰ 増田 愛 呉市近代詩

増本 柳汀 福山市前　衛 松浦 汀舟 広島市かなⅠ秀作賞

松浦 照子 世羅町かなⅡ 松岡 益子 福山市かなⅡ

馬屋原 筍彩 福山市近代詩 三浦 春泉 呉市かなⅡ

三谷 秀香 広島市漢字Ⅰ 峰 美佳 広島市かなⅠ

三村 栄華 熊野町かなⅠ 宮奥 美翠 府中市かなⅡ

宮原 文女 福山市かなⅡ 宮本 悦美 福山市かなⅡ

宮本 紘紀 福山市篆　刻 三好 里佳 福山市かなⅠ

向井 好信 広島市篆　刻 向山 美保 尾道市かなⅠ

村上 真由 尾道市漢字Ⅱ 村上 恵 福山市かなⅡ

村田 知英子 江田島市かなⅠ 室本 章子 呉市前　衛

森川 由美子 広島市かなⅠ 森木 きく子 呉市前　衛

森根 紫穂 広島市漢字Ⅱ毎日賞 森原 順子 福山市かなⅡ

矢研田 聡子 広島市前　衛 矢野 翠雲 呉市かなⅡ

山岡 珂主枝 福山市かなⅡ 山岡 彩雲 呉市かなⅡ

山崎 千代子 福山市前　衛 山田 三詠 尾道市漢字Ⅰ

2/4 ページ



広島県 （会友公募・公募）
山根 翠楓 広島市漢字Ⅰ 山原 江葉 東広島市漢字Ⅰ

山本 祥泉 呉市かなⅠ 山本 寛 広島市前　衛

横関 春苑 呉市かなⅡ 横田 泰行 広島市篆　刻佳作賞

吉田 越舟 広島市漢字Ⅰ 吉田 芝蘭 広島市漢字Ⅰ

吉村 玲子 広島市前　衛 吉本 哲子 尾道市かなⅡ

吉本 波光 広島市前　衛 吉本 諒舟 広島市かなⅠ

四辻 尚子 福山市漢字Ⅱ秀作賞 四辻 尚子 福山市前　衛

和田 孝子 福山市かなⅠ 渡辺 栄 福山市かなⅡ

渡邉 美枝 東広島市前　衛 渡 綾子 広島市前　衛
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広島県 （Ｕ23）
栗原 ありさ 東広島市漢字Ⅱ 高岡 秀汀 海田町漢字Ⅰ

高橋 美紀 福山市かなⅠ 中本 かほき 呉市漢字Ⅱ

東田 千佳 広島市かなⅠ 藤井 佳奈 福山市かなⅠ

細田 窓月 広島市漢字Ⅰ 三上 朋子 呉市前　衛U23新鋭賞

森 志織 呉市前　衛
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