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愛川 輝 小金井市かなⅡ 相原 玄翔 世田谷区近代詩

青木 杏華 八王子市近代詩 青木 煌泉 品川区漢字Ⅰ

青木 節玲 荒川区かなⅠ 青木 裕子 世田谷区かなⅠ

青木 紀子 中野区前　衛秀作賞 青木 雄山 八王子市大　字

青木 由美子 目黒区漢字Ⅱ 青木 藍月 八王子市近代詩

青栁 公子 国立市漢字Ⅱ 青山 瑛厚 世田谷区かなⅡ

青山 朝子 世田谷区近代詩 青山 美佐子 世田谷区漢字Ⅰ

赤池 範子 板橋区かなⅡ 赤尾 光葉 府中市かなⅡ

赤松 さえ子 日野市かなⅡ 阿川 和男 日野市近代詩

秋田 奈昌 多摩市かなⅡ 秋田 裕子 豊島区かなⅡ

秋谷 喜之 荒川区かなⅠ 秋葉 虹風 世田谷区かなⅡ

秋庭 信夫 板橋区篆　刻 秋葉 妙慶 豊島区漢字Ⅰ

秋葉 妙琳 豊島区漢字Ⅰ 秋葉 燿蘭 江東区漢字Ⅰ

秋本 千恵子 葛飾区漢字Ⅱ 秋元 正子 北区刻　字

秋山 香代子 世田谷区漢字Ⅱ アグレ レミ 新宿区漢字Ⅱ

浅井 雪蓬 西東京市大　字 浅川 溪鳳 小平市かなⅡ

朝来野 静子 中野区かなⅡ 浅越 藍華 渋谷区近代詩

浅野 たづ子 三鷹市かなⅡ 浅野 吉子 杉並区かなⅠ

朝日 紅道 日野市篆　刻 朝日向 吉晟 世田谷区近代詩

浅見 芳 中野区かなⅠ 浅見 麗蘭 新宿区漢字Ⅱ

東 祐翠 練馬区かなⅠ佳作賞 畔上 知佳 品川区かなⅡ

安立 舟洸 世田谷区篆　刻 安達 遠 大田区漢字Ⅰ

安達 雅子 大田区かなⅡ 我妻 浩子 荒川区かなⅠ

厚海 桂香 足立区かなⅠ 阿藤 邦子 府中市かなⅡ

阿部 紗都 稲城市近代詩 阿部 翠鳳 三鷹市近代詩

阿部 千鶴子 町田市近代詩 阿部 梅祥 日野市近代詩

阿部 寧 昭島市篆　刻佳作賞 阿部 鷹玄 品川区近代詩

天方 昌和 港区漢字Ⅰ 天辰 幽華 八王子市近代詩

天野 蕙仙 渋谷区かなⅠ 天野 煌葉 豊島区漢字Ⅱ

雨宮 京子 町田市近代詩 阿美 桂川 東大和市近代詩

網 春沙 八王子市近代詩 網蔵 櫻栞 渋谷区近代詩

新井 愛光 足立区漢字Ⅱ 新井 貴恵子 港区かなⅡ

新井 葵柚 渋谷区漢字Ⅰ 新井 堯延 江東区近代詩

荒井 京子 荒川区かなⅡ 新井 香茜 渋谷区漢字Ⅰ

新井 志仙 西東京市近代詩 荒井 静麗 小平市漢字Ⅰ

荒井 明子 世田谷区かなⅠ 荒川 聖蘭 世田谷区漢字Ⅰ

荒川 輝雅 荒川区漢字Ⅰ 荒木 幸孝 新宿区かなⅠ

荒木 昭邦 小金井市近代詩 嵐谷 八重子 葛飾区漢字Ⅱ

荒西 利恵香 日野市漢字Ⅱ 有可 具子 世田谷区かなⅠ

有田 敬子 杉並区かなⅡ 粟野 恵子 世田谷区近代詩

安食 花邱 国分寺市近代詩 安藤 水舟 板橋区かなⅡ

安楽 苑子 目黒区漢字Ⅱ 飯窪 恵子 品川区漢字Ⅱ

飯島 篁泉 八王子市近代詩 飯島 千珠 豊島区漢字Ⅱ

飯島 ゆかり 調布市かなⅡ 飯田 淳子 墨田区かなⅡ

飯田 柴景 国分寺市漢字Ⅰ 飯田 柴景 国分寺市漢字Ⅱ

飯田 翔玉 国分寺市漢字Ⅰ 飯田 昌琇 町田市刻　字

飯田 瑞秋 八王子市かなⅡ 飯塚 秀華 世田谷区近代詩

飯塚 翠綾 目黒区漢字Ⅰ 飯塚 哲子 豊島区近代詩

五十嵐 彩芳 小平市漢字Ⅰ 五十嵐 智恵 八王子市近代詩

五十嵐 直子 練馬区かなⅠ 五十嵐 龍輝 多摩市かなⅡ

藺草 香園 江戸川区漢字Ⅰ 生島 優子 世田谷区近代詩

井口 碧草 杉並区かなⅡ 池 慶舟 練馬区かなⅠ

生貝 泉椎 大田区かなⅡ 池上 千蓮 文京区かなⅠ
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池上 真理子 調布市漢字Ⅱ 池口 頌夫 東久留米市漢字Ⅰ

池田 しま子 練馬区かなⅡ 池田 久枝 北区かなⅡ

池田 豊岳 八王子市近代詩 池田 雅江 世田谷区近代詩

池本 芳翠 西東京市近代詩 池山 光琇 世田谷区刻　字佳作賞

池山 光琇 世田谷区漢字Ⅰ 伊佐 京扇 八王子市近代詩

砂野 秀葉 荒川区大　字 石井 敬子 東久留米市かなⅠ

石井 孝一 北区かなⅡ 石井 秀芳 北区近代詩

石井 翠泉 目黒区漢字Ⅰ 石井 美香 羽村市近代詩

石井 玲子 目黒区大　字 石井 伶昂 練馬区漢字Ⅱ秀作賞

石川 和俊 青梅市大　字 石川 如萩 世田谷区かなⅠ

石川 逢鸞 渋谷区漢字Ⅱ 石川 逢鸞 渋谷区近代詩毎日賞

石川 美佐 府中市かなⅡ 石川 裕美子 世田谷区近代詩

石川 梨 八王子市かなⅠ 石川 梨華 練馬区かなⅠ佳作賞

石川 流溪 杉並区漢字Ⅱ 石川 流溪 杉並区漢字Ⅰ

石倉 柴純 練馬区かなⅡ 石黒 楷水 足立区大　字

石黒 桂意 東久留米市かなⅠ 石黒 裕美 狛江市かなⅡ

石坂 和代 板橋区かなⅡ 石坂 佐久子 世田谷区かなⅡ

石坂 記子 町田市近代詩 石坂 幽翠 八王子市近代詩

井下 恵里 豊島区漢字Ⅱ 石田 青晨 板橋区漢字Ⅱ

石田 チズ子 世田谷区大　字 石田 麻紀 練馬区かなⅠ

石田 稔 世田谷区漢字Ⅰ 石田 隆石 葛飾区漢字Ⅰ

石谷 久子 江戸川区漢字Ⅱ 石塚 香隆 練馬区かなⅡ

石塚 早苗 文京区大　字 石塚 良之助 台東区かなⅡ

石橋 苳耀 中央区漢字Ⅱ 石畠 久美枝 渋谷区近代詩

石原 香翠 日野市かなⅠ 石原 仙秀 武蔵野市かなⅡ

石原 里翠 台東区近代詩 石丸 晶子 板橋区近代詩

石村 宇山 狛江市近代詩 石村 静子 杉並区かなⅡ

石本 絢子 調布市かなⅠ佳作賞 石本 星雲 北区漢字Ⅰ

石山 薫雪 江戸川区漢字Ⅰ 和泉 邑春 北区漢字Ⅱ

井関 娃風 世田谷区かなⅠ 井関 博子 江東区漢字Ⅱ佳作賞

伊勢崎 絲悦 立川市近代詩 磯畑 虹月 板橋区近代詩

磯部 政江 世田谷区かなⅡ 伊田 和身 三鷹市近代詩

井田 泰萌 府中市漢字Ⅰ 位田 知縁 足立区漢字Ⅰ

位田 知縁 足立区漢字Ⅱ 板橋 好華 板橋区かなⅠ

板橋 松華 三鷹市漢字Ⅱ佳作賞 板橋 妝洲 中野区かなⅠ

板橋 茜溪 世田谷区漢字Ⅱ 板谷 峻峰 墨田区漢字Ⅰ

市井 光泉 八王子市かなⅡ 市川 香代子 葛飾区篆　刻

市川 太海 世田谷区大　字 市崎 遊亀 江東区漢字Ⅰ

市谷 靜江 世田谷区漢字Ⅱ 市橋 恵華 板橋区近代詩

市橋 怜子 小平市かなⅡ 市村 玉江 江東区かなⅡ

市村 みや子 東久留米市近代詩 市村 里蓮 豊島区かなⅡ秀作賞

井出 敦子 中野区かなⅡ 伊藤 嘉枝子 清瀬市かなⅡ

伊藤 雅成 北区漢字Ⅰ 伊藤 玉翠 町田市漢字Ⅱ

伊東 慶花 多摩市漢字Ⅱ 伊東 慶花 多摩市近代詩

伊藤 景素 港区漢字Ⅱ 伊藤 宮 新宿区漢字Ⅱ秀作賞

伊藤 紫苑 江東区漢字Ⅱ 伊藤 秀蕙 江戸川区かなⅡ

伊藤 春研 小平市かなⅡ 伊東 書葉 練馬区大　字

伊藤 翠香 八王子市近代詩 伊藤 朱楊 府中市漢字Ⅰ

伊藤 青暁 大田区漢字Ⅱ 伊藤 苳径 渋谷区漢字Ⅱ

伊藤 芳堂 八王子市近代詩 伊藤 真由美 中央区大　字

伊藤 摩里子 世田谷区かなⅠ 伊藤 光子 青梅市近代詩

伊藤 幽昇 町田市かなⅡ 伊藤 由紀 世田谷区漢字Ⅰ

伊藤 遊李 世田谷区近代詩 伊藤 遊李 世田谷区大　字
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伊藤 良佑 杉並区かなⅡ 糸賀 克子 北区漢字Ⅱ

稲田 恵美 八王子市近代詩 稲継 祐子 多摩市近代詩

乾 聴泉 中央区漢字Ⅱ 犬丸 美知 町田市漢字Ⅱ

猪野 玉真 港区近代詩 井上 朝子 町田市かなⅡ

井上 英泉 板橋区かなⅡ 井上 貴恒 大田区かなⅠ

井上 貴恒 大田区かなⅡ 井上 茂子 目黒区近代詩

井上 清翔 渋谷区近代詩 井上 茜聲 江戸川区大　字

井上 千佳 杉並区かなⅠ 井上 澄心 八王子市近代詩

井上 正子 練馬区かなⅡ 井上 真弓 世田谷区かなⅡ

井上 三男 狛江市近代詩 井上 理恵 中野区かなⅡ

井城 知美 板橋区漢字Ⅱ 井野口 芳節 国立市漢字Ⅱ

今井 江月 新宿区近代詩 今井 秋蘭 練馬区近代詩

今井 翔雲 江戸川区漢字Ⅰ 今井 翠苑 国分寺市漢字Ⅱ

今井 洋子 練馬区かなⅡ 今泉 尚文 練馬区かなⅡ

今泉 千晶 小金井市かなⅡ 今泉 三重子 世田谷区かなⅡ

今泉 柳華 文京区かなⅠ 今川 白珠 町田市近代詩

今谷 圭子 世田谷区かなⅠ 今成 煌雪 国立市近代詩

今西 翠生 北区漢字Ⅰ 今福 桂秋 世田谷区大　字

今村 紗弥香 港区かなⅡ 今村 司薫 新宿区漢字Ⅱ

今村 理恵 八王子市近代詩 井村 歌悠 あきる野市かなⅠ

井本 恵瑛 世田谷区かなⅡ 井門 恵子 大田区かなⅡ

井門 翠光 大田区近代詩 入江 暁風 港区漢字Ⅱ

入口 縫真 瑞穂町近代詩 岩井 美芳 港区大　字

岩井 安子 江戸川区漢字Ⅰ 岩坂 日沙 杉並区漢字Ⅱ

岩崎 喜代 中央区かなⅡ 岩崎 弥生 中野区漢字Ⅱ

岩崎 有華 大田区大　字 岩澤 雅子 葛飾区漢字Ⅰ

岩田 千代子 世田谷区かなⅠ 岩田 晴子 杉並区かなⅠ

岩田 牧子 世田谷区大　字秀作賞 岩本 水仙 調布市かなⅡ

植木 碧彩 北区漢字Ⅱ 上久保 梅邑 中野区かなⅠ

上田 久美子 千代田区篆　刻 上田 鴻光 世田谷区近代詩

植田 翠香 羽村市近代詩 上田 染蕙 武蔵野市かなⅡ

上田 椿仙 杉並区かなⅡ 上野 紅琳 八王子市漢字Ⅰ佳作賞

上野 範江 世田谷区かなⅠ 上野 美泉 北区かなⅡ

上野 美津枝 日野市近代詩佳作賞 上羽 明子 三鷹市かなⅡ

上村 佳世 千代田区漢字Ⅱ 上村 昌仙 板橋区漢字Ⅰ

宇賀村 伸爾 北区漢字Ⅱ 宇川 春巧 大田区かなⅡ

宇佐見 翠風 文京区漢字Ⅰ 牛田 瑞紅 三鷹市近代詩

宇隨 恵華 東村山市前　衛 薄 和宏 目黒区漢字Ⅰ

宇田川 千聲 渋谷区近代詩 内倉 舟竹 中野区かなⅠ

内田 一煌 調布市大　字 内田 青蘭 中央区漢字Ⅰ

内田 千恵子 西東京市かなⅡ 内田 澄香 青梅市漢字Ⅰ

内田 澄香 青梅市漢字Ⅱ 内田 智子 世田谷区漢字Ⅱ

内田 真紀 豊島区漢字Ⅱ 内田 結可里 府中市かなⅡ

内野 真雪 板橋区漢字Ⅰ 内林 茜陽 江戸川区大　字

内堀 幸子 武蔵野市かなⅠ 宇戸 桂秋 江東区近代詩

宇野 双隆 青梅市漢字Ⅰ 梅澤 青蒼 八王子市近代詩

浦野 春喜 大田区かなⅡ 浦野 蒼峰 中央区漢字Ⅱ佳作賞

上床 光子 世田谷区かなⅡ 雲野 清楓 西東京市近代詩

雲野 千翔 足立区漢字Ⅰ佳作賞 江頭 朱実 大田区近代詩佳作賞

江頭 美津子 町田市大　字 江川 利雄 東久留米市篆　刻

江口 花映 八王子市近代詩 江口 小娥 北区漢字Ⅱ

江口 菘泉 八王子市漢字Ⅰ 江田 光子 文京区かなⅡ

榎本 彩華 八王子市近代詩 榎本 幸子 北区漢字Ⅱ
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榎本 幸子 北区近代詩 榎本 珠麗 町田市篆　刻

榎本 蒼苑 八王子市近代詩 榎本 なか 武蔵村山市大　字

榎本 紀子 八王子市漢字Ⅰ 榎本 みゆき 港区かなⅠ

榎本 涌遠 大田区漢字Ⅱ佳作賞 榎本 吉江 日野市漢字Ⅱ

江原 覺堂 調布市漢字Ⅰ 蛯子 繭深 北区漢字Ⅱ

海老澤 静江 八王子市近代詩 海老沢 正凰 杉並区漢字Ⅰ佳作賞

江森 彩雲 江戸川区漢字Ⅰ 圓城寺 順子 青梅市近代詩

遠藤 青蘭 葛飾区漢字Ⅰ 遠藤 浩美 目黒区近代詩

遠藤 幸子 調布市大　字 遠藤 亮子 豊島区大　字

及川 礼子 杉並区かなⅠ 生沼 紀子 世田谷区近代詩

大阿久 房子 東村山市漢字Ⅰ 大芦 和風 豊島区近代詩

大井 斉舟 文京区かなⅠ佳作賞 大井 夏子 練馬区かなⅡ

大石 秀華 新宿区かなⅠ 大石 梢風 国分寺市かなⅠ

大石 雄大 世田谷区大　字 大石 洋子 豊島区漢字Ⅱ

大泉 ユミ 青梅市大　字 大浦 松宏 江戸川区かなⅠ

大江 絜璋 豊島区かなⅡ 大枝 豊丘 八王子市近代詩

大久保 素舟 板橋区近代詩 大熊 影苑 北区漢字Ⅰ

大倉 玉佳 杉並区かなⅡ秀作賞 大迫 秀隆 西東京市かなⅡ

大沢 亜衣 渋谷区篆　刻 大沢 彬 八王子市漢字Ⅰ

大澤 昌子 奥多摩町近代詩 大澤 和泉 西東京市近代詩佳作賞

大柴 聳山 八王子市近代詩 大島 京子 北区漢字Ⅰ

大島 恵子 世田谷区大　字 大嶋 翠舟 立川市かなⅠ

大島 藤浹 清瀬市近代詩 大島 美津子 練馬区かなⅡ

大島 龍仙 豊島区漢字Ⅱ 大島 玲華 日野市大　字

大嶋 玲子 八王子市漢字Ⅰ 大下 綾子 新宿区漢字Ⅱ

大須賀 卓也 世田谷区大　字 大角 恵美子 新宿区かなⅠ

大隅 裕邦 港区大　字 大角 玲子 新宿区かなⅡ佳作賞

太田 京子 世田谷区近代詩 太田 翠美 中野区かなⅠ

大田 信子 葛飾区漢字Ⅰ 太田 柏舟 調布市かなⅡ

太田 里雪 荒川区近代詩 大高 幸泉 大田区かなⅡ

大瀧 智咲 日野市かなⅡ 大竹 玄宰 足立区漢字Ⅱ

大谷 瓊香 町田市漢字Ⅰ 大谷 真治 練馬区篆　刻

大塚 栄津子 東村山市近代詩 大塚 吾逸 町田市漢字Ⅱ

大塚 真鶴 大田区漢字Ⅱ 大塚 碧華 練馬区かなⅠ

大塚 北枝 江戸川区漢字Ⅰ 大槻 榮子 大田区かなⅡ

大月 良夫 墨田区漢字Ⅱ 大西 石蕗 世田谷区漢字Ⅱ

大西 那智子 多摩市かなⅡ 大西 弘子 世田谷区かなⅠ

大西 蓉堂 品川区漢字Ⅰ 大貫 邦枝 豊島区かなⅡ

大沼 紀美 町田市近代詩 大沼 光波 豊島区漢字Ⅱ

大野 恵子 町田市近代詩 大野 宏華 清瀬市かなⅠ

大野 廣子 稲城市近代詩秀作賞 大野 甫茁 江東区篆　刻毎日賞

大野 善廣 大田区かなⅡ 大場 綾蓮 台東区かなⅠ

大橋 玉心 世田谷区かなⅡ 大橋 宗紗 練馬区漢字Ⅱ

大橋 美灯 渋谷区近代詩 大堀 康恵 北区漢字Ⅱ

大松 紫泉 練馬区漢字Ⅱ 大村 しのぶ 武蔵野市かなⅠ

大村 志雄 東大和市大　字 大村 順子 渋谷区かなⅠ

大村 直子 品川区前　衛 大村 宏子 板橋区大　字

大村 甫諒 小金井市かなⅡ 大村 政子 杉並区かなⅡ

大山 愛理 大田区かなⅡ 岡崎 昭子 世田谷区かなⅠ

岡崎 秀雲 町田市漢字Ⅰ 岡崎 宵兎 江東区漢字Ⅱ毎日賞

岡崎 宵兎 江東区近代詩 岡崎 洋次郎 世田谷区かなⅡ

小笠原 千恵子 町田市篆　刻 岡島 恭子 町田市漢字Ⅰ

岡島 千鶴子 日野市漢字Ⅱ 岡田 安紀 八王子市近代詩
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岡田 恵美子 世田谷区近代詩 岡田 順雨 世田谷区漢字Ⅱ

岡田 節子 杉並区近代詩 岡田 征子 杉並区近代詩

緒方 純子 板橋区かなⅡ 緒方 百合子 多摩市かなⅡ

岡野 玲子 国分寺市漢字Ⅱ 岡廣 蒼風 小平市漢字Ⅰ

岡部 千紫 練馬区大　字 岡部 裕子 西東京市かなⅡ佳作賞

岡村 幸華 中野区かなⅠ 岡村 幸泉 小平市大　字

岡本 睿美 稲城市かなⅡ 岡本 かずよ 町田市かなⅠ

岡本 彩雪 世田谷区近代詩 岡本 延隆 世田谷区近代詩

岡本 美恵子 多摩市大　字秀作賞 岡本 芳江 国立市近代詩秀作賞

小川 和子 小金井市漢字Ⅱ 小川 絹香 世田谷区近代詩

小川 知芳 目黒区かなⅡ 小川 扶季 板橋区漢字Ⅰ

小川 理子 港区近代詩 小北 フミ子 大田区近代詩

荻野目 魯雪 稲城市漢字Ⅰ 荻野目 魯雪 稲城市漢字Ⅱ

奥田 玉陽 杉並区漢字Ⅱ 奥田 紅琳 世田谷区近代詩

奥田 高子 渋谷区近代詩 奥平 彌壽子 世田谷区かなⅠ

小口 藤芳 港区近代詩 尾口 柳泉 荒川区かなⅠ

奥野 南童 町田市近代詩 奥原 光華 あきる野市近代詩佳作賞

小熊 朋蘭 杉並区漢字Ⅱ 小熊 朋蘭 杉並区近代詩佳作賞

奥村 遠琇 大田区漢字Ⅱ 奥村 遠琇 大田区漢字Ⅰ

奥村 悠水 荒川区近代詩 奥山 紅霞 文京区漢字Ⅰ

小倉 薫雄 港区漢字Ⅱ 小作 双遊 日の出町漢字Ⅰ

小澤 恵玉 江戸川区漢字Ⅱ 小澤 寛樹 小金井市漢字Ⅰ

小澤 実知子 練馬区近代詩 小塩 筑翠 品川区漢字Ⅱ

押見 司煌 練馬区近代詩 小田 悟石 八王子市近代詩

小田 千代子 あきる野市漢字Ⅰ 織田 綾甲 世田谷区近代詩

小田 玲子 渋谷区かなⅠ 尾高 松遊 目黒区近代詩

小高 裕 西東京市近代詩 小田島 舞 府中市漢字Ⅱ

落合 禮子 文京区かなⅡ 鬼山 芳香 町田市漢字Ⅱ

小野 育代 足立区漢字Ⅰ 小野 京秀 日野市近代詩毎日賞

小野 さとみ 世田谷区大　字 小野田 美鈴 東久留米市かなⅡ佳作賞

小野寺 芳 杉並区近代詩 小野寺 純子 大田区近代詩

小野村 文隆 八王子市近代詩 小幡 賢司 荒川区大　字

小幡 直美 杉並区かなⅡ 小原 花毬 品川区近代詩

小村 緑香 調布市漢字Ⅰ 小栁 晴舟 新宿区かなⅡ

小山 青乎 八王子市近代詩 尾山 由実子 府中市近代詩

小山田 煌森 大田区漢字Ⅰ 恩田 澄光 江戸川区漢字Ⅰ

海沼 苳恵 武蔵野市漢字Ⅰ 加賀崎 紀代江 北区かなⅡ佳作賞

柿迫 紫扇 大田区漢字Ⅰ 柿田 墨心 世田谷区近代詩

柿沼 柴雅 日野市漢字Ⅱ 柿沼 柴雅 日野市漢字Ⅰ

笠井 市子 品川区漢字Ⅱ 笠木 玉泉 目黒区前　衛

笠島 幸扇 文京区かなⅡ 笠原 紫玉 練馬区近代詩

笠原 眞由美 練馬区かなⅡ 梶井 玲江 八王子市かなⅠ

梶浦 苳慧 新宿区漢字Ⅰ 柏倉 澄琴 荒川区漢字Ⅱ

鍜治田 千洲 文京区かなⅠ 柏原 梨雪 江戸川区大　字

鹿嶋 蕙風 八王子市大　字 鹿島 茜舟 足立区大　字

粕谷 信次 大田区刻　字 片野 小祥 世田谷区漢字Ⅱ佳作賞

片野 雪湖 葛飾区近代詩 片野 慈子 板橋区漢字Ⅰ

片山 桂蘭 江東区漢字Ⅰ 勝瀬 千恵 杉並区かなⅡ

勝野 孝子 江東区かなⅠ 勝山 満里子 板橋区近代詩

勝山 瑶光 町田市近代詩 葛城 禎之 港区漢字Ⅱ

加藤 右舟 小金井市かなⅡ 加藤 蕙可 杉並区かなⅠ

加藤 光幸 大田区近代詩 加藤 幸枝 西東京市かなⅡ

加藤 琇己 練馬区かなⅡ 加藤 晶水 練馬区漢字Ⅰ
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加藤 双瑛 あきる野市漢字Ⅰ 加藤 泰清 杉並区漢字Ⅰ

加藤 澄晟 板橋区漢字Ⅰ 加藤 汀女 西東京市近代詩

加藤 智子 八王子市漢字Ⅱ 加藤 毬夢 練馬区近代詩

加藤 毬夢 練馬区漢字Ⅱ 加藤 游月 杉並区かなⅠ

加藤 優子 大田区かなⅡ 加藤 由紀子 八王子市近代詩

加藤 由利子 八王子市漢字Ⅱ 加藤 洋子 調布市かなⅠ

加藤 羊星 江東区漢字Ⅰ 加藤 蓉雪 国立市近代詩

加藤 和晃 世田谷区かなⅡ 香取 松伯 杉並区漢字Ⅰ

金井 柊草 目黒区かなⅡ 金澤 瑞馨 港区かなⅠ

金谷 桂琇 大田区かなⅠ 京 絹子 豊島区かなⅠ

京 絹子 豊島区かなⅡ 金谷 奈央子 大田区漢字Ⅱ

金成 篤子 板橋区かなⅠ 可児 冨士子 東村山市近代詩

金子 克美 青梅市大　字 金子 佳葉 国分寺市かなⅡ

金子 葵花 杉並区かなⅠ 金子 光園 港区漢字Ⅱ

金子 煌扇 品川区漢字Ⅰ 金子 周平 板橋区近代詩

金子 高遠 新宿区漢字Ⅱ毎日賞 金子 英子 杉並区篆　刻

金子 美枝子 町田市近代詩 金子 瑶春 荒川区漢字Ⅰ

兼坂 可奈子 大田区かなⅡ 金定 白扇 江戸川区漢字Ⅱ

金澤 吟舟 葛飾区漢字Ⅱ 金近 光雲 八王子市近代詩

兼松 碩遠 大田区漢字Ⅰ 狩野 友歌 練馬区かなⅠ

蕪木 仁水 板橋区漢字Ⅰ 鎌田 花総 世田谷区近代詩秀作賞

鎌田 美鈴 渋谷区近代詩 神尾 秀月 東村山市漢字Ⅰ

上仮屋 幸恵 調布市かなⅠ 神子 道子 調布市かなⅡ

神郡 宇敬 品川区漢字Ⅱ 神園 隆 品川区漢字Ⅱ

上野川 嶺美 練馬区漢字Ⅱ 上村 紗織 町田市近代詩秀作賞

上村 美佐子 日野市近代詩 神谷 貴峰 町田市刻　字

神谷 降龍 板橋区漢字Ⅱ佳作賞 神谷 降龍 板橋区漢字Ⅰ

上山 昌子 小平市近代詩 鴨下 天香 小金井市かなⅡ

鴨山 友絵 大田区前　衛 唐木 正之 三鷹市刻　字

唐澤 紅祥 練馬区近代詩 唐澤 紅泉 練馬区近代詩

刈屋 米子 国立市近代詩佳作賞 川相 敬子 杉並区かなⅡ

川合 次郎 品川区刻　字 河合 冨美穂 江東区漢字Ⅱ

河合 冨美穂 江東区かなⅡ 川上 清霞 江東区かなⅠ

川上 夭嬌 江東区漢字Ⅱ 川上 梨亭 小平市漢字Ⅱ

川口 周子 渋谷区かなⅡ 川口 澄子 町田市前　衛

川口 節子 町田市近代詩 川口 耀石 西東京市漢字Ⅰ

川崎 喬 三鷹市近代詩 川崎 礼子 練馬区かなⅡ秀作賞

蒲澤 孝美 青梅市近代詩 川島 都子 世田谷区近代詩

川島 高円 青梅市大　字 川下 あゆみ 文京区かなⅠ

河田 芳暁 世田谷区かなⅡ 川鍋 華鶯 小平市篆　刻

河野 晴華 多摩市かなⅡ 川畑 京子 世田谷区刻　字

川畠 匡薫 大田区漢字Ⅱ 川幡 梨燁 文京区前　衛

河原 志都子 豊島区近代詩 河原 由香里 北区漢字Ⅱ

河辺 真澄 町田市漢字Ⅰ 川南 翠州 中野区かなⅡ

河村 恭子 文京区かなⅠ 川村 茜華 日野市かなⅡ

川村 博子 中野区かなⅡ佳作賞 川村 幽草 八王子市近代詩

川村 理夏 世田谷区近代詩佳作賞 河村 理加 文京区篆　刻秀作賞

河目 幸子 杉並区大　字 川本 千佳子 調布市かなⅡ

川本 知子 新宿区かなⅡ 川本 弥太郎 世田谷区近代詩

関 万紀子 港区大　字 神田 幸江 大田区近代詩

菅野 節子 板橋区かなⅡ 神原 光峰 八王子市近代詩佳作賞

神戸 煌峰 杉並区近代詩 願法 摩耶 八王子市漢字Ⅰ

菊池 桂子 豊島区かなⅡ 菊地 春果 世田谷区漢字Ⅰ
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菊地 春果 世田谷区篆　刻 菊地 茜琇 江東区大　字

菊池 舟 府中市かなⅠ 菊地 千嘉子 昭島市かなⅡ

菊地 久子 目黒区漢字Ⅱ 菊地 理美 調布市近代詩

菊池 和暢 板橋区漢字Ⅱ佳作賞 木口 恵美子 板橋区かなⅡ

岸 睦子 府中市かなⅡ 岸根 進渓 江東区近代詩

岸野 保子 日野市かなⅡ 岸本 暁 北区前　衛

岸本 蕙昶 大田区近代詩佳作賞 岸本 虹舟 世田谷区かなⅡ

喜多 裕子 港区漢字Ⅱ 北井 康子 杉並区漢字Ⅰ

北川 幸子 世田谷区近代詩 北嶋 秀静 大田区大　字佳作賞

北爪 典子 瑞穂町近代詩 北野 照香 渋谷区近代詩

北村 煌和 練馬区かなⅠ 橘田 良江 調布市近代詩

城戸 赫陽 多摩市近代詩 木戸 幽琴 八王子市近代詩

木野 由梨 東村山市大　字 木下 恵美子 千代田区かなⅡ

木下 空翠 台東区漢字Ⅰ 木下 真知子 世田谷区かなⅡ

木原 壽子 豊島区漢字Ⅰ 公森 恭子 大田区かなⅡ

木村 金司 世田谷区篆　刻 木村 玄明 八王子市近代詩

木村 光杏 西東京市漢字Ⅱ佳作賞 木村 光杏 西東京市漢字Ⅰ

木村 湖歌 千代田区かなⅡ 木村 彩舟 中野区かなⅡ佳作賞

木村 秀溪 杉並区かなⅠ 木村 潤子 豊島区かなⅡ

木村 菖峰 江戸川区かなⅠ 木村 草琴 町田市近代詩

木村 直子 狛江市近代詩 木村 美粋 北区漢字Ⅱ

木村 正子 渋谷区前　衛 木村 保栄 日野市近代詩

木村 綾太 板橋区漢字Ⅰ 清澤 実香子 多摩市近代詩

金城 青壷 新宿区漢字Ⅱ 金城 青壷 新宿区近代詩

日下 さとみ 板橋区かなⅡ 草木 春水 八王子市かなⅡ

草野 優子 町田市漢字Ⅰ 具嶋 恵華 江東区かなⅡ

鯨井 香織 板橋区近代詩 楠 延亮 大田区大　字

楠 智子 町田市近代詩 楠本 みゆき 中野区刻　字

工藤 蒼雲 八王子市近代詩 工藤 大雅 江東区漢字Ⅱ

刀 郁子 杉並区かなⅡ 久保 敏子 豊島区近代詩

久保 敏子 豊島区漢字Ⅱ 久保 直子 板橋区近代詩

久保 まゆみ 豊島区漢字Ⅱ 久保田 清壺 新宿区漢字Ⅰ

熊谷 潤 世田谷区近代詩 熊谷 美麗 目黒区近代詩

熊坂 ひろ子 杉並区近代詩 蔵方 和子 大田区かなⅡ

倉嶋 渓仙 豊島区漢字Ⅱ 蔵多 正温 杉並区かなⅡ

倉部 紀子 世田谷区近代詩 栗林 双凛 立川市漢字Ⅰ

栗林 智子 稲城市近代詩 栗原 千巻 目黒区漢字Ⅱ

栗原 信子 新宿区かなⅡ 栗原 法子 町田市近代詩

栗原 悠鶯 中野区近代詩 栗本 芳祥 練馬区かなⅠ

栗山 桃海 新宿区近代詩 榑谷 萬里子 文京区かなⅠ佳作賞

黒岩 樹帛 世田谷区漢字Ⅱ 黒川 喜代 国分寺市かなⅡ

黒木 正 大田区漢字Ⅰ 黒沢 春蘭 武蔵野市近代詩

黒澤 美穂 北区漢字Ⅱ毎日賞 黒田 恵光 八王子市近代詩

黒田 光舟 世田谷区かなⅠ佳作賞 黒田 歩月 八王子市漢字Ⅰ

黒田 真理子 青梅市近代詩 黒田 悠堂 練馬区かなⅠ

黒田 凌石 東村山市漢字Ⅰ 黒田 和響 世田谷区漢字Ⅱ

黒谷 萌秀 台東区かなⅠ 桑田 楊寳 江東区近代詩

桑原 嘉子 世田谷区近代詩 計良 邦恵 中央区漢字Ⅰ

小池 娟永 江戸川区漢字Ⅱ 小泉 公江 多摩市かなⅠ

小泉 智美 杉並区かなⅠ 小泉 美和子 中央区漢字Ⅱ

小出 秋岳 八王子市近代詩 小出 春敦 豊島区かなⅡ

黄 松 新宿区漢字Ⅱ 郷倉 久徳 練馬区漢字Ⅱ

香西 慧 港区篆　刻 神崎 征子 中央区漢字Ⅱ
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甲田 アサ子 大田区かなⅠ 合田 典子 世田谷区かなⅡ佳作賞

河野 明日実 大田区漢字Ⅰ 河野 香織 世田谷区近代詩

河野 奉令 町田市漢字Ⅰ 鴻野 美奈子 日野市かなⅡ

古賀野 明湖 武蔵野市漢字Ⅱ 國生 千恵子 狛江市近代詩

國分 一悠 練馬区漢字Ⅱ 古塩 周賢 目黒区かなⅠ

小島 和子 千代田区かなⅡ 児島 貴艶 江東区漢字Ⅱ

小島 香苑 大田区大　字 児島 澄江 小平市かなⅡ

小島 朋子 文京区近代詩 越山 美瞳 世田谷区漢字Ⅱ

小菅 華笑 町田市近代詩 小曽根 昌美 北区漢字Ⅱ

児玉 嵐揚 港区かなⅡ 後藤 彩華 東久留米市近代詩

後藤 彩繍 東村山市漢字Ⅱ 後藤 重子 杉並区かなⅠ

後藤 淳子 世田谷区かなⅡ 後藤 雪花 世田谷区漢字Ⅱ

後藤 園子 世田谷区かなⅡ 後藤 雅子 世田谷区大　字

後藤 円 杉並区大　字 小西 尚美 目黒区かなⅡ

小西 充 葛飾区漢字Ⅰ秀作賞 木場 智子 荒川区漢字Ⅱ

小林 亜文 世田谷区かなⅡ 小林 栄子 品川区近代詩

小林 悦子 世田谷区かなⅡ 小林 悦子 世田谷区かなⅠ

小林 鶯蒲 世田谷区漢字Ⅱ 小林 幸子 荒川区かなⅡ

小林 繁美 調布市漢字Ⅱ 小林 紫綸 世田谷区大　字

小林 静枝 世田谷区漢字Ⅰ 小林 青麗 北区近代詩

小林 勢喜代 港区漢字Ⅱ 小林 敏子 文京区漢字Ⅱ

小林 白楊 八王子市近代詩 小林 久子 世田谷区かなⅠ

小林 眞理子 中央区近代詩 小林 美恵 西東京市近代詩

小林 由季 板橋区漢字Ⅱ 小林 侑希江 品川区大　字

小林 耀香 東村山市かなⅠ 小林 綾花 杉並区漢字Ⅰ

駒崎 一恵 北区漢字Ⅱ 古俣 恵照 渋谷区かなⅡ

小松 暎雪 町田市近代詩 小松 照雄 世田谷区近代詩

小松 伯翠 台東区かなⅠ 小松 游生 武蔵野市かなⅡ

小松崎 楓景 世田谷区漢字Ⅱ 小万 悠希 中央区漢字Ⅱ

古見 紅陽 八王子市近代詩 五味 弘舟 新宿区かなⅠ

小峰 祥風 町田市漢字Ⅰ 小宮 真美 世田谷区前　衛

小室 慶扇 渋谷区漢字Ⅰ 小森 山 調布市かなⅡ

小森 結歌 中野区かなⅡ 小柳 琴心 港区かなⅠ

小柳 扶美子 練馬区漢字Ⅱ佳作賞 小谷野 葉子 国立市漢字Ⅰ

小山 桃花 世田谷区近代詩 小山 美智子 中野区かなⅡ佳作賞

小余塚 博子 大田区かなⅡ佳作賞 古和田 敬雪 八王子市近代詩

紺谷 喜璋 北区かなⅡ 近藤 和子 目黒区かなⅠ

近藤 玉山 日の出町漢字Ⅱ 近藤 ちづ子 福生市近代詩

近藤 洋 狛江市刻　字 今野 耕作 府中市かなⅡ

近野 園子 八王子市かなⅡ 今野 ナヲ 青梅市大　字

紺野 碧芳 練馬区かなⅠ 紺本 育子 世田谷区近代詩

斉藤 アツ子 中央区かなⅡ 齊藤 逸湖 世田谷区近代詩

斉藤 和子 八王子市かなⅠ 齊藤 歌鈴 中野区かなⅠ

斉藤 絹子 町田市前　衛 齋藤 希世 渋谷区近代詩

斉藤 恵岑 大田区かなⅡ 斎藤 香葩 狛江市かなⅠ

齊藤 佐智子 板橋区かなⅠ 斎藤 紫音 世田谷区近代詩

斎藤 紫音 世田谷区漢字Ⅱ 齋藤 秀峰 八王子市近代詩

斉藤 珠光 足立区大　字 斎藤 象玻 杉並区かなⅡ

斎藤 翠恵 世田谷区漢字Ⅱ佳作賞 斉藤 晴光 江東区漢字Ⅱ

斎藤 青扇 北区漢字Ⅰ 斎藤 教子 町田市かなⅠ

齋藤 三智子 国立市かなⅡ 齋藤 泰子 府中市かなⅡ

齊藤 由紀雄 文京区刻　字 齊藤 隆堂 世田谷区近代詩

幸 艸瑛 新宿区漢字Ⅰ 佐伯 和子 新宿区かなⅡ
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早乙女 梢芳 渋谷区かなⅡ 嵯峨 象純 調布市かなⅡ

佐賀 瑞泉 杉並区かなⅠ 嵯峨 玉江 昭島市篆　刻

酒井 暁雨 大田区漢字Ⅱ 酒井 皐豊 練馬区漢字Ⅰ

酒井 彩風 中野区かなⅡ 酒井 紫箏 小平市かなⅠ佳作賞

酒井 章堂 足立区篆　刻 酒井 苔谿 目黒区篆　刻

坂井 紀子 荒川区前　衛 酒井 礼美 町田市近代詩

酒井 真波 杉並区かなⅡ 境 美樹 練馬区かなⅠ

酒井 弥生 調布市かなⅠ 酒井 優子 豊島区漢字Ⅱ

酒井 ヨシエ 昭島市近代詩 酒井 理恵 文京区かなⅡ

榊原 晶子 世田谷区かなⅡ 榊原 敬皓 世田谷区近代詩

坂崎 節子 荒川区漢字Ⅰ 坂崎 玲舟 品川区かなⅠ

阪田 和美 品川区漢字Ⅰ 坂田 正子 葛飾区かなⅡ

坂野 如皐 足立区漢字Ⅰ 坂巻 裕一 荒川区前　衛

坂本 栄子 杉並区大　字 坂元 久美子 世田谷区かなⅡ

坂本 聖楓 豊島区漢字Ⅱ 坂本 薔子 世田谷区かなⅠ

坂本 美波 板橋区近代詩 坂本 藍知 北区漢字Ⅱ

相良 令筝 町田市かなⅡ 相良 令筝 町田市篆　刻

匂坂 悠山 練馬区漢字Ⅱ 崎嶋 志保 町田市近代詩

佐久間 五雲 足立区漢字Ⅱ 佐久間 甫祐 小金井市かなⅡ

作間 游馨 杉並区かなⅠ 佐久本 利枝 豊島区近代詩

桜井 玉鵬 荒川区漢字Ⅰ佳作賞 櫻井 恵華 東村山市刻　字

桜井 溪晶 文京区かなⅡ 桜井 秋紅 江戸川区かなⅡ

桜井 菖邑 江戸川区かなⅡ 櫻井 淑子 豊島区漢字Ⅱ

櫻田 白川 練馬区大　字 桜庭 粋芳 大田区近代詩

櫻庭 操丘 大田区漢字Ⅰ 酒匂 玉華 練馬区漢字Ⅱ

佐々木 綾子 武蔵野市漢字Ⅰ 佐々木 文子 目黒区漢字Ⅰ

佐々木 皋蘭 大田区近代詩 佐々木 順任 北区近代詩

佐々木 春陽 足立区大　字 佐々木 双晳 昭島市漢字Ⅰ

佐々木 多恵子 日野市漢字Ⅱ 佐々木 徳湖 杉並区漢字Ⅱ佳作賞

笹間 千鶴 千代田区かなⅡ 笹本 翠雪 国立市近代詩

笹本 美絢 練馬区かなⅡ 笹本 瑞江 町田市かなⅠ

佐地 信子 世田谷区大　字 指田 紫風 立川市漢字Ⅱ

佐竹 茂子 練馬区かなⅡ 佐藤 卯庵 渋谷区漢字Ⅱ

佐藤 架舟 葛飾区かなⅡ 佐藤 雅嵐 江東区近代詩

佐藤 雅嵐 江東区漢字Ⅱ 佐藤 桂光 江東区近代詩

佐藤 弦 調布市漢字Ⅱ 佐藤 玄同 板橋区漢字Ⅱ佳作賞

佐藤 絢子 稲城市近代詩 佐藤 吹雪 多摩市大　字

佐藤 正城 国分寺市漢字Ⅰ 佐藤 静雪 練馬区漢字Ⅱ

佐藤 千春 西東京市かなⅡ 佐藤 朋子 中野区かなⅡ佳作賞

佐藤 芳玉 江東区漢字Ⅰ 佐藤 眞喜子 板橋区かなⅡ

佐藤 政勝 江戸川区刻　字 佐藤 眞由美 練馬区かなⅡ

佐藤 光江 練馬区かなⅡ 佐藤 美都里 目黒区かなⅡ

佐藤 明蕙 あきる野市かなⅡ 佐藤 茗雪 練馬区近代詩

佐藤 右響 大田区近代詩 佐藤 ユキ子 武蔵野市かなⅠ

佐藤 陽子 文京区かなⅡ 早苗 秀鳳 杉並区かなⅠ

真田 元 世田谷区近代詩 佐野 蕙美 豊島区かなⅠ秀作賞

佐野 司游 杉並区かなⅡ 佐野 萌泉 町田市漢字Ⅰ

佐野 裕研 練馬区かなⅡ 猿谷 玄雲 北区漢字Ⅱ

澤田 幸呼 練馬区漢字Ⅰ 澤村 和代 八王子市かなⅡ

三宮 東洲 世田谷区近代詩 塩川 珠泉 大田区漢字Ⅱ

塩川 蘇汀 稲城市かなⅡ 塩瀬 白珠 杉並区近代詩

塩見 景屑 大田区近代詩 志賀 定一 府中市近代詩

志賀 沙由里 府中市近代詩 志賀 紫佑 国分寺市かなⅡ
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志賀 まり子 府中市漢字Ⅱ 茂内 美和子 青梅市近代詩

重政 幸子 新宿区前　衛 重光 美紀 中央区漢字Ⅱ

重村 俊綏 練馬区漢字Ⅰ 肉倉 幽星 台東区漢字Ⅰ

志田 翠丘 杉並区かなⅠ 実川 元子 世田谷区漢字Ⅱ

品田 政宏 目黒区篆　刻 篠崎 治子 杉並区かなⅡ毎日賞

篠塚 裕竹 中央区漢字Ⅰ 篠原 千嶂 八王子市近代詩

篠原 智子 港区近代詩 篠原 柳谷 国立市近代詩佳作賞

柴田 悦子 足立区かなⅡ 柴田 紫水 三鷹市漢字Ⅱ

柴田 舟芳 江東区近代詩 柴田 朱苑 江戸川区かなⅡ

柴田 真祥 八王子市近代詩秀作賞 柴田 ミチ子 世田谷区かなⅠ

地平 昌雅 練馬区かなⅠ 四分一 悠波 小平市近代詩

四分一 悠波 小平市漢字Ⅱ 渋谷 聖芳 北区漢字Ⅰ

渋谷 峰雲 八王子市近代詩 島 淳子 世田谷区近代詩

島 春光 葛飾区漢字Ⅰ 島崎 瑛舟 小金井市かなⅠ

嶋崎 白嶺 八王子市近代詩 島崎 美代子 新宿区かなⅡ

島地 政美 練馬区近代詩 島田 閲子 町田市近代詩

島田 登美子 青梅市大　字 島田 英子 世田谷区かなⅡ

島田 秀考 世田谷区大　字 島根 梅室 江東区漢字Ⅱ

嶌村 錦秋 江戸川区かなⅡ 島村 もと 青梅市近代詩

島村 有醉 墨田区漢字Ⅱ 清水 和彦 江東区かなⅡ

清水 谿風 板橋区近代詩 清水 光重 世田谷区近代詩

清水 幸子 日野市かなⅡ 清水 千枝子 町田市漢字Ⅰ

清水 利晃 世田谷区かなⅡ 清水 裕美 東久留米市漢字Ⅰ

清水 正代 文京区かなⅡ 清水 和萠 練馬区かなⅡ

志村 明子 青梅市大　字 志村 爽園 大田区漢字Ⅰ

下川 翠雨 八王子市漢字Ⅰ 下司 久留美 杉並区近代詩

下司 久留美 杉並区かなⅡ 下司 久留美 杉並区漢字Ⅱ

下田 玉翠 八王子市近代詩 下田 淳子 青梅市近代詩

下田 芳子 多摩市漢字Ⅱ 下畑 紅蕙 調布市前　衛

下牧 秀星 中野区かなⅠ 下村 紫姫 町田市近代詩

下村 和音 練馬区前　衛 宿谷 美智子 青梅市近代詩

首藤 瑞貴 調布市かなⅠ 白井 司彩 渋谷区かなⅡ

白石 知子 大田区大　字 白石 容子 品川区かなⅠ

白鳥 翔爽 板橋区漢字Ⅱ 白鳥 洋子 目黒区かなⅡ

城市 緑静 あきる野市漢字Ⅱ 進藤 花逢 板橋区近代詩

進藤 久美子 渋谷区かなⅡ 新藤 瑞花 稲城市漢字Ⅰ

神野 周遠 大田区漢字Ⅱ 神保 亜衣 世田谷区大　字秀作賞

末永 千賀 町田市漢字Ⅱ 陶久 悦子 国分寺市近代詩佳作賞

菅田 恵風 江東区近代詩 菅沼 綾美 大田区かなⅡ

菅沼 美華子 大田区かなⅡ 菅野 雅恵 新宿区かなⅡ

菅谷 稲泉 調布市近代詩佳作賞 菅原 秀園 八王子市近代詩

菅原 智恵子 杉並区かなⅠ 菅原 實子 江東区かなⅡ

杉浦 由美子 豊島区かなⅡ 杉崎 峯子 練馬区かなⅡ

杉田 徑月 八王子市近代詩佳作賞 杉本 京子 武蔵野市近代詩

椙本 滉雲 板橋区漢字Ⅰ 杉本 朝雲 渋谷区漢字Ⅱ

杉本 苳玲 千代田区漢字Ⅰ 杉本 苳玲 千代田区漢字Ⅱ

杉山 華穂里 板橋区近代詩 杉山 珠梨 調布市近代詩

杉山 雪葉 小金井市漢字Ⅱ 助川 翔華 八王子市近代詩

圖師 征尋 府中市大　字 筋田 芳正 昭島市かなⅡ

鈴木 嘉恵子 江東区かなⅡ 鈴木 佳奈 目黒区近代詩

鈴木 暉月 江東区近代詩 鈴木 教子 豊島区大　字

鈴木 恭子 町田市漢字Ⅰ 鈴木 玉英 板橋区かなⅡ

鈴木 桂子 日野市かなⅡ 鈴木 健治 板橋区前　衛
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鈴木 香悦 日の出町かなⅡ 鈴木 香泉 昭島市近代詩

鈴木 絲香 品川区近代詩 鈴木 志乃 小平市かなⅠ

鈴木 志保 文京区近代詩 鈴木 秀華 葛飾区漢字Ⅰ

鈴木 修竹 豊島区漢字Ⅱ 鈴木 壽桃 大田区近代詩

鈴木 壽桃 大田区漢字Ⅱ佳作賞 鈴木 璃 豊島区漢字Ⅱ

鈴木 桃風 品川区近代詩 鈴木 徹 荒川区近代詩

鈴木 とし子 大田区前　衛 鈴木 美歌 杉並区かなⅡ

鈴木 美春 練馬区漢字Ⅰ 鈴木 愛美 杉並区漢字Ⅰ

鈴木 泰子 新宿区かなⅡ 鈴木 祐子 国分寺市近代詩

鈴木 優子 西東京市かなⅡ 鈴木 佑尊 江東区漢字Ⅱ

鈴木 由美 渋谷区篆　刻 鈴木 陽子 豊島区近代詩

須藤 新舟 新宿区近代詩 砂土居 知子 品川区漢字Ⅱ

砂長谷 抱蘭 大田区漢字Ⅰ 角南 香石 東村山市漢字Ⅰ

角南 尺雲 東村山市漢字Ⅰ 春原 和筝 府中市かなⅡ

 光江 杉並区かなⅠ 住村 信子 八王子市近代詩

住吉 明舟 品川区近代詩 須山 玄黄 大田区漢字Ⅱ

清 麗雪 世田谷区近代詩佳作賞 清藤 遊雪 江東区漢字Ⅰ

清野 春華 豊島区漢字Ⅱ 瀬尾 世資子 杉並区かなⅡ

関 嬉逍 練馬区かなⅡ 関 慶華 東村山市漢字Ⅰ

関 敬秋 足立区漢字Ⅰ 関 香柚 文京区近代詩

関 秋麗 武蔵村山市漢字Ⅱ 関 仙桃 町田市かなⅡ

関 仙桃 町田市かなⅠ 関 白蓉 八王子市近代詩

関口 勝恵 江東区近代詩 関口 恵華 多摩市大　字

関口 桂翠 町田市篆　刻 関口 香翔 江東区漢字Ⅰ

関口 さくら 文京区かなⅡ 関口 春洋 葛飾区漢字Ⅱ

関口 美郷 豊島区漢字Ⅱ 関口 恵 渋谷区漢字Ⅰ

関田 爽雨 日野市近代詩 関戸 鈴子 八王子市漢字Ⅱ

関根 容玲 文京区かなⅡ 関根 令子 目黒区かなⅠ

関野 鼓夢 江戸川区近代詩 関谷 富枝 瑞穂町近代詩

瀬戸 真澄 板橋区かなⅡ 瀬戸川 梅映 大田区かなⅠ

世羅 洋子 目黒区近代詩秀作賞 世利 松苑 世田谷区漢字Ⅱ

宗 九霄 渋谷区近代詩佳作賞 宗 九霄 渋谷区漢字Ⅱ

相馬 節子 町田市近代詩 外間 橙雲 足立区大　字秀作賞

園 基大 世田谷区かなⅡ 園田 櫻昶 大田区近代詩

園部 白麗 目黒区近代詩 祖父江 白麗 荒川区近代詩

染谷 雪嶺 千代田区漢字Ⅱ 岨 登志美 杉並区かなⅡ

田井 淑江 中野区近代詩 台 祥玄 中野区かなⅠ

平 幸子 多摩市漢字Ⅱ 田内 知窮 北区漢字Ⅱ

高尾 鴻萌 町田市近代詩 高尾 恵 世田谷区近代詩

高岡 可遠 品川区近代詩 高木 恵泉 大田区漢字Ⅱ

高木 悦子 足立区近代詩佳作賞 高木 悦子 足立区漢字Ⅱ

高木 柴蘭 府中市漢字Ⅱ 高木 柴蘭 府中市漢字Ⅰ

高久 巴遠 大田区漢字Ⅱ 高久 巴遠 大田区漢字Ⅰ

高倉 慶子 中野区かなⅡ 高島 桂華 中野区漢字Ⅱ

高嶋 美佐子 町田市大　字 高島 康子 日野市かなⅡ

高瀬 眞澄 世田谷区近代詩 高田 茂美 多摩市かなⅡ

高田 杏花 立川市かなⅡ 高田 純子 足立区刻　字

高田 由美 北区漢字Ⅱ 鷹取 恵泉 北区近代詩

高野 青葉 新宿区かなⅠ 高野 由紀子 杉並区かなⅡ

高野 柳葉 多摩市漢字Ⅰ 高橋 文 墨田区かなⅡ

高橋 泉 世田谷区近代詩 高橋 伊都子 品川区かなⅡ

高橋 暎華 葛飾区篆　刻 高橋 遠菖 文京区漢字Ⅰ

高橋 央歌 中野区かなⅠ 高橋 岳風 三鷹市大　字
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高橋 妃邑 西東京市近代詩 高橋 京子 杉並区かなⅡ

高橋 清子 板橋区かなⅠ 高橋 恵泉 立川市大　字

高橋 溪草 豊島区かなⅡ 高橋 香琴 北区近代詩

高橋 しず 葛飾区漢字Ⅰ 高橋 忍 品川区刻　字

高橋 秀花 江東区近代詩 高橋 晶華 板橋区近代詩

高橋 祥琴 品川区近代詩毎日賞 高橋 寿美 三鷹市近代詩

高橋 聖子 あきる野市近代詩 高橋 青鈴 大田区かなⅡ

高橋 大泉 町田市漢字Ⅰ 高橋 桃歌 調布市近代詩毎日賞

高橋 昇 東久留米市かなⅡ 高橋 弘子 羽村市近代詩

高橋 芳静 江戸川区かなⅡ 高橋 南 世田谷区漢字Ⅰ

高橋 由紀 小金井市近代詩 高橋 由紀子 八王子市漢字Ⅱ

高橋 亮 世田谷区近代詩 高橋 玲華 荒川区漢字Ⅱ

鷹松 佳代子 杉並区近代詩 鷹松 壯洲 杉並区刻　字秀作賞

高見 游雲 杉並区近代詩 高村 飛出 江戸川区漢字Ⅰ

高柳 光余 町田市漢字Ⅱ 高山 明子 大田区かなⅡ

高山 景光 世田谷区漢字Ⅱ 高山 芳蘭 杉並区かなⅡ

高山 明辰 日野市近代詩 田川 翠瑩 港区かなⅡ

瀧上 恵 品川区刻　字 滝口 碧紗 世田谷区近代詩

瀧沢 青芽 板橋区漢字Ⅰ 滝澤 水菜 文京区漢字Ⅱ

瀧澤 美智 町田市漢字Ⅱ 滝林 紫月 八王子市近代詩

瀧本 悠子 新宿区かなⅡ 田草川 亀雪 昭島市近代詩

田熊 美枝子 東村山市近代詩 武井 城 杉並区かなⅡ

武居 千衣子 世田谷区かなⅡ 武井 敏香 杉並区かなⅠ

竹内 花静 練馬区大　字 竹内 香代 板橋区漢字Ⅱ

竹内 玉苑 八王子市近代詩 竹内 敬子 八王子市漢字Ⅱ

竹越 実華 八王子市近代詩 竹下 由利子 世田谷区かなⅡ

竹下 淑子 大田区かなⅠ 武田 睦子 大田区かなⅠ

武田 和亭 港区漢字Ⅰ 武智 菘蘭 八王子市漢字Ⅰ

竹中 愛華 中野区かなⅠ 竹中 貴美 板橋区漢字Ⅱ

竹原 明香 世田谷区大　字 竹原 麗香 八王子市近代詩

武部 希静 北区漢字Ⅰ 竹松 明翠 品川区かなⅠ

竹村 光峰 府中市漢字Ⅰ 竹本 弘美 小平市かなⅡ

田崎 柳萌 豊島区漢字Ⅰ 田島 蕙華 板橋区漢字Ⅰ

田島 彩晄 墨田区近代詩 田嶋 流雲 八王子市近代詩

田島 玲子 江東区かなⅡ 田嶋 和芳 荒川区かなⅠ

田尻 澄子 大田区大　字 田代 妙子 小平市かなⅠ

多田 太胤 町田市かなⅠ 立花 香琳 世田谷区漢字Ⅰ

橘 青珠 板橋区近代詩 橘 茜祥 大田区近代詩

立石 ふみ子 渋谷区漢字Ⅱ 舘山 玄馬 板橋区漢字Ⅱ

館山 禮子 多摩市かなⅠ 建脇 浩子 練馬区漢字Ⅱ

田所 幽抱 八王子市近代詩 田中 アグリ 青梅市大　字

田中 あつ子 武蔵野市かなⅡ佳作賞 田中 綾香 東大和市漢字Ⅱ

田中 葦舟 小平市近代詩 田中 栄子 渋谷区刻　字

田中 汪雪 羽村市近代詩佳作賞 田中 和子 大田区かなⅠ

田中 圭子 江東区かなⅡ 田中 江苑 国分寺市漢字Ⅱ

田中 幸石 豊島区近代詩 田中 絖芳 荒川区漢字Ⅱ

田中 彩雪 八王子市近代詩 田中 司子 江東区大　字

田中 成子 杉並区かなⅡ 田中 稔一郎 三鷹市近代詩

田中 翠玲 足立区漢字Ⅰ 田中 苳瞬 小平市漢字Ⅱ

田中 俊江 府中市かなⅡ 田中 秀尭 八王子市大　字

田中 芳草 品川区漢字Ⅱ 田中 真紀 板橋区前　衛

田中 正勝 板橋区漢字Ⅱ 田中 昌典 青梅市近代詩

田中 正道 杉並区篆　刻 田中 みどり 三鷹市かなⅡ
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田中 明萌 日野市かなⅠ 田中 裕希 千代田区漢字Ⅱ

田中 有規子 東村山市大　字 田中 麗紗 足立区大　字

棚橋 美予 武蔵野市近代詩 田辺 絮風 墨田区かなⅡ佳作賞

田鍋 双峻 武蔵村山市漢字Ⅰ 田邉 卓司 立川市篆　刻

谷 春宵 品川区近代詩 谷 翠浩 東村山市漢字Ⅱ

谷口 秋子 板橋区前　衛 田上 潤一 大田区刻　字

田畑 理恵 世田谷区前　衛 田丸 琴翠 目黒区近代詩

田村 秋乃 八王子市近代詩 田村 恵美子 東村山市かなⅠ

田村 玉筝 町田市篆　刻 田村 玉筝 町田市かなⅡ

田村 成美 荒川区大　字 田村 民江 世田谷区近代詩

為政 瀬希 青梅市大　字 丹治 香月 調布市近代詩

丹野 美静 国立市大　字 近見 依未 世田谷区かなⅠ

千田 泉舟 西東京市漢字Ⅰ 千葉 秀悦 大田区大　字

千葉 千里 東村山市漢字Ⅰ 千葉 よし子 港区かなⅡ

千葉 和彩 板橋区近代詩 丁子 美保子 西東京市篆　刻

塚本 溢己 八王子市近代詩 塚本 真望 目黒区刻　字秀作賞

津川 華凛 板橋区近代詩 築澤 如翠 板橋区漢字Ⅰ

辻 白楊 大田区近代詩 辻 裕一朗 港区かなⅡ

對馬 祥枝 大田区かなⅡ 津田 和美 台東区かなⅠ

津田 雅代 世田谷区漢字Ⅰ 津田 幸子 中野区かなⅡ

津田 幸子 中野区かなⅠ 土上 光風 北区漢字Ⅰ

土田 泰香 中野区近代詩 土屋 燦佳 渋谷区漢字Ⅱ

土屋 粹昶 大田区近代詩 土屋 芳雨 練馬区かなⅡ

津野 昶 大田区近代詩 角田 帰牛 大田区漢字Ⅱ

椿 阿佐美 日野市漢字Ⅱ 坪井 輝恵 台東区漢字Ⅰ

坪内 恵津美 杉並区かなⅡ 水流添 邦光 葛飾区近代詩

手塚 星陵 練馬区かなⅠ 寺 西畔 中野区篆　刻

寺島 佐知子 台東区漢字Ⅱ 寺薗 賀子 世田谷区近代詩

寺田 みき子 東村山市近代詩 寺野 峰庭 練馬区漢字Ⅰ

寺本 芳紫 八王子市かなⅠ 照井 芳翠 江戸川区かなⅡ

傳幸 弘美 青梅市大　字佳作賞 土井 一真 杉並区近代詩

土井 花漣 江東区近代詩 土井 花漣 江東区漢字Ⅱ秀作賞

土井 恵草 葛飾区漢字Ⅰ 土肥 宋真 台東区漢字Ⅰ

土井 鼎山 新宿区近代詩 當間 京子 大田区漢字Ⅰ

遠山 智美 杉並区かなⅡ 鴇田 桜陽 小平市漢字Ⅰ

時田 葵雪 国立市近代詩 徳田 茂子 港区漢字Ⅱ

德冨 之薗 品川区かなⅡ 徳安 恵美子 八王子市近代詩

戸田 雄峰 世田谷区近代詩 戸田 苳芳 東大和市漢字Ⅱ

戸塚 香纓 世田谷区漢字Ⅰ 鳥取 笙瑤 葛飾区漢字Ⅰ

外處 桜苑 荒川区大　字 等々力 慧月 西東京市近代詩

土肥 澄象 多摩市漢字Ⅰ 富岡 葵香 立川市漢字Ⅱ秀作賞

富岡 葵香 立川市近代詩 冨岡 幸子 杉並区かなⅡ

富川 桃湖 杉並区近代詩佳作賞 冨澤 紅蘭 世田谷区かなⅠ

富澤 純子 世田谷区かなⅡ 冨田 勝代 羽村市近代詩

豊田 佳香 練馬区かなⅠ 豊田 和子 府中市かなⅡ

豊田 鴻舟 北区かなⅠ 豊田 さとみ 小平市かなⅡ

豊野 淑子 立川市かなⅡ 鳥居 翠清 府中市かなⅠ

鳥井 李歌 千代田区かなⅠ 鳥居 良 板橋区近代詩

鳥海 蘭王 大田区漢字Ⅰ 鳥塚 濤永 町田市かなⅡ

砥綿 冬華 立川市近代詩 内藤 慧雪 国立市近代詩

直井 敦子 大田区近代詩 中井 静泉 三鷹市漢字Ⅱ

永井 章華 台東区かなⅠ 永井 菁風 中野区漢字Ⅰ

永井 豊春 三鷹市近代詩 長池 拍 目黒区かなⅠ
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長池 美代子 練馬区漢字Ⅱ 中尾 光花 多摩市漢字Ⅱ

中川 一煇 昭島市篆　刻 中川 久櫻 渋谷区近代詩

中川 玉洋 八王子市近代詩佳作賞 中川 尚麗 板橋区近代詩

中川 深水 東久留米市漢字Ⅱ 長久保 一蛙 墨田区近代詩

長坂 郁代 江東区かなⅡ 長坂 玄煌 八王子市近代詩

長坂 瑞香 八王子市近代詩 長崎 美津子 北区漢字Ⅰ

中澤 久美子 練馬区かなⅡ 中澤 桃華 調布市近代詩

中澤 桃子 練馬区漢字Ⅰ 中嶋 駿昶 大田区近代詩

中島 和子 小金井市かなⅠ 中島 和子 江戸川区漢字Ⅱ

中島 京子 大田区かなⅡ 中島 慧春 文京区かなⅡ

中島 尚子 昭島市近代詩 中島 正美 日野市前　衛

中島 実香 日野市近代詩 永島 友利 大田区大　字

中筋 貴子 杉並区かなⅡ 長瀬 洋美 世田谷区漢字Ⅱ

中園 鳴芳 江東区漢字Ⅱ 中田 久美子 板橋区かなⅡ

永田 久美子 渋谷区漢字Ⅱ 永田 蕙蕉 大田区かなⅡ

永田 尚代 練馬区漢字Ⅱ 長田 洋子 世田谷区大　字

中谷 恵扇 昭島市大　字 仲谷 香恵 国立市かなⅡ秀作賞

中谷 とし子 杉並区かなⅡ 長谷 容子 中野区かなⅡ佳作賞

中西 翠花 品川区漢字Ⅰ 中西 節瑛 荒川区かなⅠ

中西 久子 八王子市かなⅡ 中西 由利 世田谷区かなⅡ

中西 美子 世田谷区刻　字 中西 里峰 荒川区近代詩

中野 華影 江戸川区かなⅠ佳作賞 中野 朱芳 大田区かなⅡ

中野 春蘭 八王子市近代詩 中野 早盈 小金井市大　字

中野 智市 世田谷区近代詩 中野 雅章 北区漢字Ⅱ佳作賞

中野 美由貴 板橋区漢字Ⅰ 永野 滋光 立川市かなⅡ

永野 純子 千代田区篆　刻 長橋 典子 町田市近代詩

中林 玉霞 大田区漢字Ⅰ 永見 史篁 立川市大　字

中村 栄子 豊島区かなⅠ 中村 和子 青梅市近代詩

中村 華仙 八王子市近代詩佳作賞 中村 景子 新宿区漢字Ⅱ

中村 晃梨 杉並区かなⅠ 中村 春媛 中野区漢字Ⅰ

中村 象螢 杉並区かなⅡ 中村 翠言 稲城市漢字Ⅰ

中村 千恵子 青梅市近代詩 中村 直子 世田谷区漢字Ⅱ

中村 文枝 目黒区漢字Ⅱ 中村 洋子 練馬区かなⅠ

中村 蓮洋 大田区近代詩 中山 曄 文京区漢字Ⅰ

中山 曄 文京区漢字Ⅱ 中山 喜巳江 西東京市大　字

中山 玉貞 北区かなⅡ 中山 佳子 渋谷区大　字

中山 緑麗 渋谷区近代詩 長山 詩邦 新宿区かなⅠ

長山 肖槙 世田谷区かなⅠ 半井 かおり 杉並区かなⅡ秀作賞

南雲 璋峰 板橋区かなⅠ 梨木 葉風 西東京市大　字

南島 康冶 東久留米市漢字Ⅰ 那須 貞夫 多摩市篆　刻

夏井 涼芳 目黒区漢字Ⅱ 並木 礼 杉並区かなⅡ

波木 希代栄 北区かなⅡ 行方 由香 足立区近代詩

奈良 彩雪 板橋区かなⅡ 奈良 康子 昭島市かなⅡ

楢崎 京子 江東区前　衛 奈良野 翠 青梅市近代詩

成内 淳子 八王子市近代詩秀作賞 難波 柊雪 練馬区漢字Ⅱ

南部 勢玉 新宿区かなⅠ 新倉 武利 多摩市漢字Ⅱ

新野 悠山 八王子市近代詩 新納 淑峰 世田谷区近代詩

西尾 せい子 三鷹市かなⅡ 西尾 妙 港区前　衛

西尾 汀隆 世田谷区近代詩 西岡 明香 練馬区漢字Ⅱ

西岡 萬里子 世田谷区近代詩 西川 文 福生市漢字Ⅱ

西川 純子 武蔵野市かなⅡ 西川 真佐子 調布市かなⅡ

西川 真佐子 調布市かなⅠ 西久保 登志子 文京区大　字

西坂 朋子 江東区かなⅡ 西澤 恭子 世田谷区かなⅠ
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西澤 弘子 世田谷区大　字 西島 浩乃 世田谷区漢字Ⅰ

西田 玲子 立川市かなⅡ 西出 由希 港区漢字Ⅱ

西巻 サト子 足立区かなⅡ 西村 絢子 町田市近代詩

西村 笙泉 大田区かなⅡ佳作賞 西村 照美 小平市かなⅡ

西山 君子 青梅市大　字 西山 圭 武蔵野市かなⅠ

西山 馨昶 足立区近代詩 西山 孝子 世田谷区漢字Ⅰ

西山 竹芳 東久留米市かなⅡ 新田見 佳苑 立川市近代詩

二宮 蔵山 新宿区刻　字 二宮 好美 青梅市近代詩

丹羽 洋子 世田谷区近代詩 糠加 松郷 板橋区漢字Ⅱ

糠加 松郷 板橋区近代詩 布目 陽子 小金井市近代詩

沼崎 錦雪 国立市近代詩 沼辺 龍穂 千代田区近代詩

根岸 勝 板橋区篆　刻 根本 英真 中野区漢字Ⅱ

根本 秀外 荒川区漢字Ⅱ 野角 博史 世田谷区漢字Ⅱ

野上 芳春 江東区刻　字 野木 輝美 練馬区前　衛

野口 和子 西東京市かなⅡ 野口 杏花 立川市大　字

野口 泰雲 世田谷区漢字Ⅰ佳作賞 野口 夏実 武蔵野市近代詩

野口 政雄 目黒区漢字Ⅱ 野崎 公子 板橋区かなⅡ

野崎 瑞光 港区漢字Ⅱ 野崎 美薔 立川市漢字Ⅱ

野沢 裕美 足立区大　字 野澤 陽子 東大和市漢字Ⅱ

野地 實人 日野市漢字Ⅱ 野末 正博 町田市漢字Ⅰ

野田 栄瑚 狛江市漢字Ⅱ 野田 廣葉 目黒区近代詩

野々上 廣子 小金井市漢字Ⅱ 野々村 蒼風 練馬区大　字

野間 啓峯 小平市漢字Ⅰ 野水 吟秀 三鷹市漢字Ⅰ

野村 利和 青梅市大　字 野村 範子 昭島市かなⅡ

野村 正明 渋谷区漢字Ⅱ 野村 麗泉 江東区近代詩

芳賀 尚美 杉並区漢字Ⅱ秀作賞 芳賀 尚美 杉並区近代詩

萩谷 郷峰 港区かなⅠ 萩原 静夫 品川区大　字

萩原 寂雪 日野市近代詩 萩原 翠扇 町田市漢字Ⅱ

萩原 千鶴 江東区かなⅠ 萩原 緑葉 あきる野市漢字Ⅱ

橋 久美子 世田谷区近代詩毎日賞 橋 双琇 あきる野市漢字Ⅰ佳作賞

橋本 一錚 文京区漢字Ⅱ 橋本 沙翠 品川区漢字Ⅰ

橋本 裕子 世田谷区篆　刻 蓮見 南海 目黒区近代詩佳作賞

蓮見 南海 目黒区漢字Ⅱ 長谷 周沙 目黒区かなⅠ

長谷川 華泉 台東区かなⅠ 長谷川 宜宏 東久留米市篆　刻

畑井 智子 練馬区かなⅠ 畠田 心珠 豊島区漢字Ⅱ秀作賞

畠山 和也 杉並区刻　字 畠中 一美 大田区漢字Ⅱ

波田野 春耀 大田区かなⅡ 波多野 治子 江東区かなⅡ

服部 一枝 台東区かなⅡ 服部 由里子 台東区かなⅡ

初山 孝子 葛飾区漢字Ⅱ 羽鳥 光子 杉並区かなⅡ

花井 香霞 八王子市近代詩 花井 草輝 八王子市近代詩

花岡 しな子 杉並区かなⅠ 花塚 紫澄 新宿区漢字Ⅱ

羽石 杏華 江戸川区漢字Ⅱ 羽石 杏華 江戸川区近代詩佳作賞

羽田 典子 東村山市前　衛 羽生 双琉 あきる野市漢字Ⅰ

濱 美筝 世田谷区漢字Ⅱ秀作賞 濱田 司聲 世田谷区近代詩

浜田 孝子 昭島市かなⅡ 濵中 國夫 日野市近代詩

濱中 冨美江 新宿区かなⅠ 浜中 陸奥子 青梅市近代詩

早川 蕙香 江東区近代詩 早川 光穂 港区前　衛

早川 春琴 荒川区近代詩佳作賞 早川 たけ子 八王子市かなⅠ

早川 菜穂子 豊島区かなⅡ 早坂 舟幸 練馬区かなⅡ

林 篤子 世田谷区かなⅡ 林 和榮 練馬区漢字Ⅱ

林 幸映 豊島区かなⅡ 林 里子 町田市大　字佳作賞

林 里美 世田谷区近代詩 林 秀虹 町田市かなⅠ佳作賞

林 松園 町田市漢字Ⅰ 林 淸舟 板橋区かなⅡ
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林 泰堂 江東区漢字Ⅰ秀作賞 林 久子 府中市近代詩

林 ひとみ 八王子市かなⅠ 林 昌子 町田市漢字Ⅱ

早猛 百々子 目黒区かなⅡ 原 竹風 江東区かなⅡ

原 真枝 板橋区かなⅡ 原田 鶯雪 東村山市近代詩

原田 彩寿 八王子市かなⅡ 針谷 緑 中野区大　字佳作賞

春木 延代 北区漢字Ⅱ 治田 真知子 文京区かなⅡ

坂東 遠樹 世田谷区漢字Ⅱ秀作賞 坂東 邦弦 文京区かなⅡ

疋田 千代子 昭島市かなⅡ佳作賞 樋口 一荘 墨田区かなⅡ

彦田 翠香 江戸川区漢字Ⅰ 久松 松恵 目黒区漢字Ⅱ秀作賞

久道 萌 小平市刻　字 土方 一江 青梅市近代詩

菱沼 範子 文京区近代詩 菱山 千枝 八王子市漢字Ⅱ

比田井 牧子 小平市漢字Ⅱ 日野 星霞 豊島区漢字Ⅱ

日比 芝翠 八王子市近代詩 日比野 都子 墨田区近代詩

姫野 春華 練馬区漢字Ⅱ 平井 薫 文京区かなⅠ

平井 夏美 清瀬市漢字Ⅱ 平井 美和子 稲城市かなⅡ

平岡 久海子 青梅市篆　刻佳作賞 平河内 繁子 杉並区篆　刻

平澤 美華 練馬区刻　字 平島 古瞠 大田区漢字Ⅱ

平島 古瞠 大田区近代詩佳作賞 平野 秋圃 台東区かなⅠ

平野 青燿 武蔵野市漢字Ⅰ佳作賞 平野 透紅 大田区大　字

平野 由香 北区漢字Ⅱ 平野 叔子 三鷹市かなⅠ

平林 桜雨 世田谷区漢字Ⅰ 平山 爽馥 江東区近代詩

平山 美知子 八王子市かなⅡ 広川 熈風 江東区近代詩

広川 熈風 江東区漢字Ⅱ 廣木 白蓮 品川区大　字

廣崎 順子 港区漢字Ⅱ 廣瀬 敦子 新宿区近代詩

広瀬 香代 世田谷区近代詩 広瀬 光枝 江戸川区近代詩

広田 絵里 豊島区漢字Ⅰ 廣田 弥生 港区漢字Ⅱ

廣中 亜紀子 豊島区近代詩 廣渡 郷香 八王子市近代詩

深澤 南津子 青梅市近代詩 深澤 美津 江東区近代詩

深津 葉子 新宿区かなⅡ 深松 ちゑ 西東京市かなⅡ

深山 光雪 大田区かなⅡ 福井 遵子 世田谷区かなⅠ

福井 清泉 足立区漢字Ⅱ 福井 藍水 府中市漢字Ⅰ

福嶋 有三 八王子市かなⅡ 福島 由吏子 品川区近代詩

福園 玲香 練馬区かなⅡ 福田 樹萋 世田谷区漢字Ⅰ

福田 樹萋 世田谷区漢字Ⅱ 福田 眺雪 多摩市かなⅡ

福留 淳子 目黒区近代詩秀作賞 福原 喜代子 大田区漢字Ⅱ

福原 喜代子 大田区近代詩 福原 房枝 豊島区漢字Ⅱ

藤井 如清 渋谷区かなⅠ秀作賞 藤井 白雲 北区漢字Ⅱ

藤井 白雲 北区漢字Ⅰ 藤井 芳邨 江戸川区近代詩

藤井 保代 練馬区近代詩 藤井 芳弘 足立区漢字Ⅱ

藤江 成知 武蔵野市漢字Ⅱ 藤江 倫世 大田区かなⅡ

藤岡 都景 板橋区漢字Ⅰ 藤澤 正 世田谷区かなⅡ

藤島 衣 大田区かなⅡ 藤田 純子 世田谷区大　字

藤田 霄坦 板橋区漢字Ⅱ 藤田 明舟 板橋区かなⅡ

藤波 美穂子 大田区大　字 伏見 絳葉 北区大　字

藤村 悦子 文京区刻　字 藤村 輝蓉 目黒区かなⅡ

藤本 穂静 町田市大　字 藤本 聖岳 八王子市近代詩

藤森 紅秀 狛江市かなⅡ 藤森 泰明 町田市漢字Ⅱ

藤原 乃里子 日野市近代詩 藤原 有歌 渋谷区かなⅠ

布施 冬虹 江東区近代詩 二見 順子 世田谷区大　字

渕上 丘華 八王子市近代詩 渕田 栢遠 大田区漢字Ⅰ

船木 京子 渋谷区かなⅡ 船津 香扇 葛飾区かなⅡ

船引 元子 八王子市近代詩 古川 歌炎 荒川区漢字Ⅰ

古川 香峰 八王子市近代詩 古川 初枝 世田谷区近代詩
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古川 由子 品川区刻　字 古川 陽子 杉並区近代詩

古田 玄風 日野市近代詩 古橋 恵美 千代田区近代詩

古畑 治歌 中央区かなⅠ 古本 佳子 小平市大　字

古屋 洋子 三鷹市近代詩 古谷 柳舞 目黒区かなⅠ

ベンジャー 恵風 世田谷区漢字Ⅱ佳作賞 坊坂 紀子 世田谷区近代詩

穂坂 幸子 豊島区かなⅡ 星 江華 杉並区近代詩

星加 碧波 練馬区漢字Ⅱ 星芝 明子 青梅市近代詩秀作賞

保科 みどり 調布市大　字 星野 仙玉 世田谷区かなⅡ

星野 和賀子 渋谷区かなⅡ 細井 青州 港区篆　刻

細川 泰山 多摩市漢字Ⅱ 細木 利雄 板橋区漢字Ⅱ秀作賞

細野 恵子 町田市近代詩佳作賞 細野 詩乃 中野区かなⅡ

細野 記子 町田市近代詩 細谷 正子 青梅市近代詩

細谷 真理 新宿区かなⅠ 細谷 光子 三鷹市かなⅠ

細谷 侑紀子 三鷹市近代詩 堀田 厚子 世田谷区漢字Ⅱ

堀田 昌利 墨田区篆　刻毎日賞 堀 一惜 練馬区漢字Ⅱ

堀内 千春 墨田区かなⅡ 堀内 肇 目黒区前　衛

堀江 正子 練馬区かなⅡ 堀口 禾歩 大田区近代詩

堀口 幸知 北区漢字Ⅱ 堀山 裕子 練馬区かなⅡ

本川 桃蒲 町田市漢字Ⅱ佳作賞 本城 眞理 町田市漢字Ⅰ

本田 英之 荒川区前　衛 本田 依子 世田谷区近代詩

本間 香祥 稲城市漢字Ⅱ 本間 曹心 文京区漢字Ⅰ

前川 泰子 目黒区近代詩 前島 詳静 大田区かなⅡ

前島 瀞歩 大田区大　字 前谷 志織 三鷹市近代詩

前原 花秋 昭島市近代詩 前山 紫水 大田区近代詩

前山 正子 大田区刻　字 前山 和勝 荒川区かなⅠ

正国 真弓 日野市近代詩 真砂 至朗 日野市近代詩

増田 美翔 八王子市近代詩 増田 比露 足立区近代詩

増田 耀雪 荒川区かなⅡ 益本 早智 文京区漢字Ⅱ

又村 蘭宝 多摩市近代詩 町田 紅楓 豊島区漢字Ⅰ

松井 彩華 板橋区近代詩 松井 青梢 江東区漢字Ⅱ

松井 清蘭 八王子市近代詩 松井 知子 三鷹市かなⅠ

松井 邑渓 あきる野市漢字Ⅱ 松浦 美恵子 東村山市近代詩

松尾 翠苑 文京区漢字Ⅰ 松岡 しげ子 足立区かなⅡ

松岡 有規子 中央区漢字Ⅱ 松岡 緑風 大田区かなⅠ

松倉 珠美 北区漢字Ⅱ 松里 房子 板橋区近代詩

松澤 啓舟 武蔵野市かなⅠ 松下 彩虹 江戸川区漢字Ⅰ

松下 星光 杉並区近代詩 松島 華游 杉並区かなⅠ

松島 秀映 大田区大　字 松田 享子 目黒区漢字Ⅱ

松田 紫春 江東区漢字Ⅱ 松田 翠秀 三鷹市近代詩

松田 爽花 世田谷区かなⅡ 松田 典麗 杉並区かなⅠ

松田 尚子 品川区篆　刻 松田 ミネ子 大田区かなⅠ

松田 庸子 練馬区かなⅡ 松永 苳彩 国分寺市漢字Ⅱ毎日賞

松永 苳彩 国分寺市漢字Ⅰ 松野 雅容 足立区漢字Ⅱ

松野 大輔 調布市漢字Ⅰ秀作賞 松原 昌妙 板橋区かなⅠ

松原 白沙 世田谷区近代詩 松村 祥春 町田市かなⅠ

松村 汀子 西東京市漢字Ⅰ 松本 梅之 世田谷区漢字Ⅰ

松本 周子 町田市漢字Ⅰ 松本 清美 品川区かなⅡ

松本 浩一 江東区篆　刻 松本 紫頌 立川市かなⅡ

松本 祥佳 渋谷区漢字Ⅱ 松本 青芝 大田区かなⅠ

松本 青蓮 北区近代詩 松本 妙子 多摩市かなⅡ

松本 丹乙 江戸川区漢字Ⅰ 松本 婦佐子 豊島区かなⅡ

松本 峰堂 北区漢字Ⅰ佳作賞 松本 美代子 練馬区かなⅡ

松本 喜博 日野市篆　刻 三浦 辰代 港区近代詩佳作賞
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三浦 美香 福生市かなⅠ 三垣 可子 多摩市かなⅡ

三上 岳陵 豊島区漢字Ⅱ 三上 美津男 国分寺市篆　刻

右江 かずえ 八王子市刻　字 三崎 頼子 世田谷区かなⅠ

三澤 佳響 世田谷区漢字Ⅱ 三沢 僖城 東久留米市漢字Ⅱ

三澤 真帆 千代田区かなⅡ 水落 雅泉 江戸川区近代詩

水口 みどり 練馬区近代詩 水谷 麻祐 武蔵野市漢字Ⅰ

水谷 優子 西東京市かなⅡ 水野 彩苑 八王子市近代詩

水野 翠葉 狛江市漢字Ⅰ 水野 弥奈 世田谷区近代詩佳作賞

水野 靖子 渋谷区かなⅡ 水村 暁紅 町田市漢字Ⅰ

水本 純子 多摩市近代詩 溝口 翠蛍 練馬区かなⅠ

三田 栄子 世田谷区近代詩 三井 忠大 大田区かなⅠ

満田 奏水 江戸川区近代詩 満田 裕子 中央区かなⅠ

満田 裕子 中央区かなⅡ 三橋 遊凛 江戸川区漢字Ⅱ

光畑 華溪 西東京市大　字 三平 秋蘭 足立区漢字Ⅰ

皆川 龍也 目黒区近代詩 南出 翠心 品川区かなⅡ

峰 加翠 あきる野市漢字Ⅰ 峰岸 光遥 渋谷区近代詩

峯崎 恵紀 港区かなⅠ 三橋 朱蓉 荒川区漢字Ⅰ

三原 萩帯 港区近代詩 三原 柳壷 新宿区漢字Ⅰ

実村 渓山 稲城市漢字Ⅱ 三村 玲華 八王子市近代詩

宮内 京子 大田区かなⅡ 宮川 喜代子 新宿区かなⅡ

宮城 王僉 国分寺市漢字Ⅰ 三宅 真実 北区漢字Ⅱ

宮腰 規方 練馬区近代詩 宮崎 淳史 新宿区漢字Ⅰ

宮崎 圭佑 立川市漢字Ⅰ 宮崎 亮子 練馬区漢字Ⅱ

宮澤 佳蓉 杉並区かなⅡ 宮下 南李 羽村市漢字Ⅰ

宮下 曄雪 国立市近代詩 宮田 華扇 練馬区かなⅠ

宮田 渓雲 国分寺市漢字Ⅱ 宮田 多喜 立川市かなⅡ

宮原 和美 杉並区漢字Ⅱ 雅 冬炎 港区漢字Ⅱ

深山 桃里 練馬区かなⅠ 宮本 虹鶴 調布市近代詩

宮本 佐千子 多摩市かなⅠ 宮本 秀竹 北区漢字Ⅰ

宮本 千賀子 世田谷区かなⅠ 宮本 文子 町田市かなⅡ

宮本 幸子 西東京市かなⅡ 宮脇 紫螢 世田谷区近代詩

三好 勝子 町田市かなⅠ 向井 幸男 大田区近代詩

向田 益恵 西東京市かなⅠ 武藤 和子 杉並区近代詩

武藤 桃軒 世田谷区漢字Ⅰ 武藤 白扇 調布市近代詩

武藤 美香 八王子市近代詩 村岡 安子 日の出町近代詩

村上 玉綾 世田谷区近代詩 村上 喜代子 西東京市かなⅡ

村上 澄子 練馬区かなⅡ 村上 妃登美 足立区かなⅡ

村上 梦舟 杉並区かなⅠ 村國 春峯 港区漢字Ⅱ

村國 みどり 杉並区かなⅡ 村田 史遠 品川区漢字Ⅰ

村田 慈照 八王子市近代詩 村田 佳美 練馬区漢字Ⅱ秀作賞

村田 佳美 練馬区かなⅡ 村野 幹石 府中市漢字Ⅰ

村松 久光 立川市近代詩 村山 純子 羽村市かなⅡ

村山 緑光 瑞穂町かなⅡ 室井 勁花 江戸川区漢字Ⅱ

室岡 延子 目黒区かなⅡ 茂木 青馨 江東区漢字Ⅰ

茂木 なを子 渋谷区かなⅡ 茂串 白窕 北区漢字Ⅱ

望月 水霜 目黒区漢字Ⅰ 本川 華桜 府中市かなⅠ

本杉 薫風 文京区漢字Ⅱ 本橋 香津子 青梅市近代詩

本橋 春煇 大田区漢字Ⅰ 本橋 春煇 大田区漢字Ⅱ

本橋 汀蕙 江東区かなⅠ 本橋 雅美 練馬区近代詩

本橋 雅美 練馬区漢字Ⅱ 元村 育代 世田谷区近代詩

森 彩波 杉並区かなⅡ 森 紫翠 練馬区かなⅡ

森 尚子 練馬区かなⅡ 守 治美 府中市かなⅠ

森 秀子 三鷹市近代詩 森 道子 日野市近代詩
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森川 慶子 板橋区かなⅡ 森川 菖泉 北区かなⅡ佳作賞

森田 秀奏 杉並区かなⅠ 森田 蘭舟 中央区漢字Ⅱ

森田 涼芳 東大和市かなⅡ 森村 嘉香 大田区漢字Ⅱ佳作賞

森谷 玉翠 世田谷区漢字Ⅱ 守安 佳代子 大田区大　字

森山 美穂 中央区近代詩 森山 恵 豊島区漢字Ⅱ

門間 徹子 八王子市かなⅡ 八木 淳子 青梅市近代詩

八木 敬枝 青梅市かなⅡ 矢澤 雅堂 目黒区大　字

八島 秀子 世田谷区かなⅠ 矢島 律子 中野区近代詩

安井 秀雪 大田区大　字 安川 旭翠 足立区漢字Ⅰ

安田 淑湖 西東京市かなⅡ 安長 炫遠 大田区漢字Ⅱ

谷知 裕美子 世田谷区かなⅡ 八木 秀花 町田市かなⅠ

矢藤 草風 練馬区漢字Ⅱ 谷中 豊舟 台東区かなⅡ

家中 麗醉 墨田区漢字Ⅱ 柳瀬 望美 練馬区大　字

柳 雪蓮 世田谷区漢字Ⅰ 柳下 峯雲 大田区大　字

柳田 和歌子 大田区かなⅠ 柳谷 みち代 世田谷区漢字Ⅱ

柳瀬 育代 渋谷区漢字Ⅱ 柳橋 伸和 葛飾区篆　刻

矢野 邦子 江東区漢字Ⅱ 矢野 翔佳 江東区漢字Ⅰ

山井 青龍 杉並区近代詩 山内 香真 品川区刻　字

山内 汀舟 杉並区かなⅡ 山内 正勝 港区篆　刻

山上 松景 豊島区漢字Ⅰ 山岸 彩周 目黒区近代詩佳作賞

山岸 彩周 目黒区かなⅠ 山岸 はるか 杉並区かなⅠ

山岸 美恵子 板橋区漢字Ⅰ 山岸 隆清 荒川区かなⅠ

山口 遠絢 大田区漢字Ⅰ 山口 希舟 小金井市かなⅡ

山口 恵翠 港区漢字Ⅱ 山口 景芳 国立市かなⅡ

山口 萱雨 文京区漢字Ⅱ 山口 秋甫 府中市漢字Ⅰ

山口 泉尚 中野区近代詩 山口 知盈 北区近代詩

山口 広子 文京区かなⅡ 山口 碧清 板橋区かなⅠ

山口 真知子 世田谷区かなⅡ 山口 美代子 日野市近代詩

山口 祐子 練馬区近代詩 山口 優子 渋谷区大　字

山口 里杏 荒川区近代詩 山越 礼美 目黒区近代詩

山崎 亜利子 新宿区漢字Ⅰ 山崎 葦舟 板橋区かなⅡ

山崎 華琇 新宿区刻　字佳作賞 山崎 悠夢 渋谷区漢字Ⅱ

山崎 里月 荒川区近代詩 山崎 律子 世田谷区かなⅡ

山崎 令雲 世田谷区篆　刻 山下 玉扇 町田市かなⅡ

山下 如扇 江東区漢字Ⅱ 山下 翠圃 世田谷区漢字Ⅰ

山下 粋芳 三鷹市かなⅠ 山下 清翠 昭島市近代詩秀作賞

山下 睦芳 日の出町かなⅠ 山下 幽峰 八王子市近代詩

山下 由美子 目黒区近代詩 山田 和也 墨田区漢字Ⅱ

山田 京子 渋谷区かなⅡ 山田 久堂 杉並区篆　刻

山田 貴裕 北区大　字佳作賞 山田 伯峯 三鷹市篆　刻

山田 雅子 千代田区かなⅠ 山田 梨香 江東区漢字Ⅱ

山田 凌華 町田市刻　字佳作賞 大和 君子 調布市近代詩

山名 和篁 渋谷区近代詩 山中 あつみ 東久留米市漢字Ⅰ

山野辺 観月 町田市漢字Ⅱ 山村 弘美 江東区かなⅡ

山村 理英 練馬区漢字Ⅱ 山村 理英 練馬区近代詩

山室 すい 杉並区かなⅡ 山室 里扇 府中市かなⅡ秀作賞

山本 昌子 世田谷区漢字Ⅱ 山本 いづみ 調布市かなⅠ

山本 いづみ 調布市かなⅡ 山本 桂仙 品川区近代詩

山本 司映 板橋区かなⅠ 山本 順子 目黒区篆　刻

山本 泰四郎 文京区漢字Ⅱ 山本 泰雪 国分寺市近代詩

山本 紀子 青梅市近代詩 山本 久会 町田市かなⅡ

山本 碧川 葛飾区漢字Ⅰ 山本 美由紀 中央区かなⅡ

山本 養一 大田区篆　刻 楊 舟 港区近代詩
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湯浅 旭葉 大田区かなⅡ 湧口 文江 世田谷区近代詩

湯本 苳煙 品川区漢字Ⅰ 余語 照峰 調布市かなⅠ

横倉 泉 港区かなⅡ 横倉 巨象 葛飾区漢字Ⅰ

横沢 明子 瑞穂町大　字 横田 眞理子 中野区前　衛

横田 游心 清瀬市漢字Ⅰ秀作賞 横畠 優子 世田谷区漢字Ⅱ

横幕 章人 杉並区かなⅠ 横山 藍 小金井市近代詩

横山 うめ 羽村市近代詩 横山 和子 中野区かなⅠ

横山 華風 清瀬市大　字 横山 とも 練馬区漢字Ⅰ

吉井 美枝 大田区大　字 吉岡 秀月 杉並区刻　字

吉川 香彰 千代田区かなⅠ佳作賞 吉川 青雪 江東区漢字Ⅰ

吉川 智美 足立区大　字 吉川 鳳仙 杉並区かなⅡ

吉崎 心雅 墨田区近代詩 吉澤 華泉 世田谷区近代詩

義澤 芳苑 町田市漢字Ⅱ 吉沢 幸子 青梅市大　字

吉田 恵利子 杉並区かなⅡ 吉田 希以子 三鷹市篆　刻

吉田 宏一 北区前　衛 吉田 宏泉 町田市漢字Ⅰ

吉田 香葩 大田区近代詩 吉田 山移 町田市かなⅡ

吉田 修芳 小金井市かなⅠ 吉田 瑞光 杉並区篆　刻

吉田 艸美 大田区漢字Ⅰ 吉田 弘子 杉並区かなⅠ

吉田 眞理 品川区近代詩 吉田 美喜子 杉並区漢字Ⅱ毎日賞

吉田 美代子 文京区近代詩 吉田 佑子 東久留米市かなⅡ

吉田 理江 足立区漢字Ⅱ 吉田 和蓉 練馬区漢字Ⅰ

吉野 蕙泉 稲城市漢字Ⅰ 吉野 紫炎 昭島市かなⅡ毎日賞

吉野 鳳高 多摩市漢字Ⅱ 吉村 光彩 八王子市近代詩

吉本 紀篁 渋谷区漢字Ⅱ 吉森 登志江 町田市近代詩

吉原 臨川 豊島区大　字 依田 煌蘭 江戸川区漢字Ⅰ

依田 文宏 練馬区漢字Ⅱ 世継 仁美 東久留米市漢字Ⅰ

米澤 敬子 大田区大　字 米島 けい子 大田区近代詩

米山 華圭 練馬区かなⅠ 李 白湖 板橋区近代詩毎日賞

陸川 翠光 文京区近代詩 利光 淑子 千代田区かなⅡ

ルーシド 波響 新宿区近代詩 若林 節子 調布市漢字Ⅱ

若林 善夫 町田市篆　刻 脇 東江 町田市かなⅠ

脇田 有甫 練馬区近代詩 若公 規舟 江戸川区かなⅡ毎日賞

和田 華仙 中野区漢字Ⅰ 和田 恭松 北区かなⅡ

和田 東鶴 練馬区漢字Ⅱ 和田 路子 江東区漢字Ⅱ

和田 洋子 杉並区かなⅡ 渡辺 梅子 荒川区漢字Ⅱ

渡邊 花春 中野区近代詩 渡辺 嘉泉 杉並区近代詩

渡邉 桂洸 大田区漢字Ⅰ 渡辺 香雅 豊島区かなⅠ

渡邉 早予子 大田区漢字Ⅱ 渡辺 春蕙 練馬区漢字Ⅰ

渡辺 淳子 品川区かなⅡ 渡辺 城泉 豊島区漢字Ⅰ

渡辺 誠子 豊島区かなⅠ 渡部 泰仙 町田市大　字

渡部 智恵子 練馬区漢字Ⅱ 渡邉 教子 板橋区漢字Ⅱ

渡辺 美竹 品川区漢字Ⅱ 渡邊 百寿 国立市漢字Ⅰ

渡辺 萌苑 江戸川区漢字Ⅰ 渡辺 美津子 東村山市近代詩

渡部 良好 日野市かなⅡ 渡邊 梨京 八王子市近代詩

渡邊 緑翠 渋谷区漢字Ⅰ 渡部 恵峰 町田市漢字Ⅱ
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相澤 佳苗 大田区大　字U23新鋭賞 浅田 結花 練馬区漢字Ⅰ

阿部 匠 東村山市漢字Ⅰ 阿部 倫子 国分寺市篆　刻

天田 彬子 板橋区漢字Ⅰ 荒木 邦虹 小金井市近代詩

荒西 遥 日野市大　字 粟野 仁美 足立区漢字Ⅱ

五十嵐 彩野 文京区大　字 池山 由里子 世田谷区刻　字

石川 懐玉 板橋区近代詩 石川 将也 豊島区大　字

石川 実季 府中市近代詩 石塚 節月 荒川区近代詩

和泉 星帆 練馬区漢字ⅡU23奨励賞 井出 瑞紀 東村山市近代詩

伊藤 聡美 国分寺市大　字 伊藤 瑞穂 世田谷区近代詩

猪俣 麻美 世田谷区近代詩 今子 青佳 西東京市近代詩U23奨励賞

岩上 匡伸 江戸川区近代詩 岩永 紗央 江東区大　字

植田 柳沙 豊島区漢字Ⅰ 上野 冴 練馬区かなⅡ

宇田川 美帆 北区近代詩 江崎 好絵 北区漢字Ⅱ

江島 早紀 国分寺市漢字ⅡU23毎日賞 遠藤 春寛 豊島区大　字

大木 節春 荒川区かなⅠU23奨励賞 大久保 賢 台東区かなⅠ

大橋 希美 北区漢字Ⅱ 大林 野歩 国分寺市漢字Ⅱ

大平 愛 板橋区近代詩 岡 佑樹 小平市大　字

岡崎 麗菜 北区漢字Ⅱ 岡田 亜美 板橋区大　字

小野谷 翔平 練馬区大　字 小山 佳緒里 練馬区漢字Ⅰ

柏渕 円香 板橋区近代詩 片家 祥 江戸川区かなⅡU23毎日賞

加藤 茜 西東京市かなⅡ 加藤 万純 目黒区かなⅡU23奨励賞

軽部 亜美 北区漢字ⅡU23奨励賞 川辺 光 千代田区かなⅡ

菊地 絵奈 町田市かなⅠ 菊地 智博 世田谷区近代詩

木村 節巴 荒川区近代詩 木村 節巴 荒川区かなⅠ

楠見 真代 町田市近代詩U23奨励賞 久保田 雄基 西東京市漢字Ⅱ

小泉 恵理香 三鷹市近代詩 小金井 恵美 東久留米市近代詩U23奨励賞

小堺 聖礼 港区大　字 小菅 千陽 練馬区かなⅡ

後藤 翔子 八王子市近代詩 後藤 もえこ 世田谷区近代詩

小林 美由希 港区かなⅡ 駒崎 祐佳 北区近代詩

今 登仙 板橋区漢字Ⅱ 作田 紫鳳 葛飾区近代詩

佐々木 里子 三鷹市漢字Ⅱ 佐々木 結衣 町田市近代詩

佐田 実沙紀 世田谷区近代詩 佐藤 友紀 台東区漢字ⅠU23奨励賞

佐藤 澪 江戸川区近代詩 椎橋 翠華 目黒区漢字Ⅱ

篠崎 奠申 板橋区漢字Ⅱ 篠原 樹響 北区漢字Ⅱ

篠原 千晴 小金井市篆　刻 島田 喬平 練馬区漢字Ⅱ

清水 綾乃 青梅市近代詩 杉本 沙織 八王子市大　字

鈴木 大地 板橋区近代詩 鈴木 大地 板橋区漢字Ⅱ

鈴木 友里恵 武蔵野市かなⅡ 関根 冬歌 稲城市漢字Ⅱ

高田 恵美子 足立区近代詩 高橋 侑子 西東京市近代詩

高橋 黎泉 中野区漢字Ⅱ 瀧口 周瑶 目黒区かなⅠ

田口 清明 北区大　字 竹内 節耀 荒川区かなⅠ

竹村 絵梨奈 板橋区近代詩 田名網 杏奈 世田谷区漢字Ⅱ

千葉 広大 豊島区漢字Ⅰ 土屋 美奈 杉並区漢字Ⅰ

綱藤 晴花 世田谷区近代詩 椿 亜里紗 豊島区かなⅡ

徳田 翔 多摩市篆　刻 徳盛 華泉 新宿区かなⅠ

戸崎 真琳 多摩市近代詩 豊泉 柚子 杉並区かなⅡ

永澤 初穂 西東京市近代詩 中島 章史 世田谷区近代詩

中西 奈津美 北区漢字Ⅱ 長沼 悠佳 豊島区漢字Ⅰ

中野 新雪 国分寺市近代詩 中野 新雪 国分寺市漢字ⅡU23奨励賞

西川 魁童 町田市近代詩 野田 亜里紗 昭島市篆　刻

野中 詩織 品川区近代詩 長谷川 松寛 渋谷区漢字Ⅱ

早川 燿 小金井市大　字U23奨励賞 林 哲生 武蔵野市かなⅡU23奨励賞

原島 美波 杉並区漢字ⅠU23奨励賞 原田 親典 北区漢字Ⅱ
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樋口 陽子 八王子市漢字Ⅱ 平澤 ひとみ 昭島市近代詩

広野 貴之 世田谷区近代詩 福留 美織 新宿区大　字

藤野 遥香 日野市漢字Ⅰ 細谷 悟 豊島区近代詩U23奨励賞

細谷 侑里加 三鷹市近代詩 牧野 蒼珠 小平市近代詩U23毎日賞

松井 良江 世田谷区漢字Ⅱ 松永 瑞季 武蔵野市近代詩

松原 琇華 世田谷区刻　字 松村 彩那 新宿区かなⅡ

三浦 郁恵 江戸川区漢字Ⅰ 宮下 あすみ 町田市かなⅠ

宮近 夏美 台東区大　字 村松 由理 新宿区漢字Ⅱ

室岡 佳奈 新宿区かなⅠ 茂木 梨絵 足立区漢字Ⅱ

師岡 静佳 西東京市近代詩 諸岡 拓弥 江戸川区漢字Ⅱ

諸岡 拓弥 江戸川区近代詩 安田 駿 西東京市近代詩

山内 玲於 杉並区大　字 山田 ひとみ 新宿区かなⅠU23奨励賞

山野井 萌 新宿区漢字Ⅰ 吉田 真理菜 足立区前　衛

吉本 衣里 杉並区刻　字 米島 由起 大田区近代詩U23奨励賞

若生 茜渉 江戸川区大　字 和田 彩香 練馬区漢字Ⅰ
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