
長崎県 （会友公募・公募）
青野 夕景 長崎市漢字Ⅱ 秋田 光鵞 長崎市近代詩

荒川 石華 長崎市近代詩 安藤 凌雲 長崎市前　衛

池田 梢香 長崎市大　字 石本 雪花 長崎市近代詩

岩谷 桂雪 大村市漢字Ⅱ 上原 溪花 長崎市大　字佳作賞

植松 俊樹 長崎市前　衛秀作賞 内田 スミエ 諫早市前　衛

江川 初舟 南島原市前　衛 大賀 桂園 長崎市近代詩

大木 緑雨 南島原市前　衛 大河内 藤江 佐世保市かなⅡ

尾形 扶美子 島原市かなⅡ 帶田 春翠 大村市前　衛

駕屋 溪泉 長与町前　衛 片山 権重郎 諫早市前　衛

片山 瑠美 島原市前　衛 加藤 大雄 長崎市篆　刻

鐘ヶ江 岳陽 島原市前　衛 川内 孤舟 諫早市前　衛

川口 紫土 諫早市篆　刻 川尻 英子 佐世保市かなⅡ

川野 碧山 大村市前　衛 木下 華水 長崎市前　衛

桐山 充晴 長崎市大　字 古賀 秀華 長崎市前　衛

小玉 研水 諫早市大　字 小林 利之 島原市前　衛秀作賞

近藤 有泉 南島原市前　衛 坂本 春翠 長崎市近代詩

貞方 朱 長崎市近代詩 佐藤 竹石 長崎市近代詩

佐仲 皋陽 島原市前　衛 篠崎 稲華 諫早市前　衛

杉島 和幸 大村市大　字 住屋 悦世 新上五島町前　衛

竹市 涼泉 南島原市前　衛 竹山 華毬 長崎市漢字Ⅱ

立野 康志郎 諫早市漢字Ⅱ 伊達木 栄子 長崎市大　字

田村 香雨 波佐見町前　衛 田村 香雨 波佐見町漢字Ⅱ

土井 汀扇 諫早市前　衛 徳永 好苑 諫早市前　衛

冨田 希 長崎市漢字Ⅰ 中島 紅玉 長崎市近代詩

長濵 秋月 長崎市近代詩 中原 景雲 長崎市前　衛佳作賞

中村 洋子 諫早市前　衛 中山 八重 長崎市大　字

西小野 香琳 大村市漢字Ⅱ 西河 紅華 長崎市大　字

西田 暁仙 南島原市前　衛 伯川 滋裕 南島原市漢字Ⅱ

原本 秀翠 大村市前　衛 樋口 如水 諫早市前　衛

平野 碧樹 長崎市前　衛 平湯 芳仙 南島原市漢字Ⅱ

深堀 陽泉 長崎市大　字 福嶋 恵水 長崎市大　字

福田 紅川 長崎市近代詩 福田 舟石 諫早市漢字Ⅱ

藤戸 春苑 佐世保市前　衛 藤戸 春苑 佐世保市漢字Ⅱ佳作賞

堀 鶴堂 大村市前　衛 前田 由紀 南島原市前　衛

牧山 巧扇 大村市前　衛 松浦 蒼石 諫早市前　衛

松尾 香花 諫早市前　衛 松尾 碧楓 長崎市前　衛

松下 貫道 諫早市漢字Ⅱ 松藤 由美 南島原市前　衛

松本 洋子 南島原市かなⅡ 丸田 翠篁 佐世保市漢字Ⅱ

右田 恵水 新上五島町前　衛 水谷 細雨 長崎市前　衛

溝上 華穂 長崎市近代詩 三原 龍南 南島原市漢字Ⅱ

宮田 桃華 長崎市前　衛 三好 祥翠 諫早市前　衛

向原 紅樹 五島市近代詩 牟田 久江 大村市大　字

村吉 青龍 島原市前　衛 最上 香登 南島原市大　字

最上 香登 南島原市漢字Ⅱ 森本 琴水 長崎市前　衛

山崎 彩華 諫早市大　字 山下 幸子 南島原市前　衛

山下 秀華 新上五島町前　衛 山田 遊三子 大村市大　字

山道 虹舟 大村市前　衛 吉田 春子 島原市前　衛

吉原 英子 諫早市前　衛 渡邊 胡楊 諫早市前　衛

1/2 ページ



長崎県 （Ｕ23）
濃沼 紀恵 長崎市近代詩 福本 由佳 佐世保市大　字
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