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相川 春萌 渋川市漢字Ⅱ 相澤 敦子 前橋市前　衛

青木 朋美 渋川市前　衛 青木 留美 前橋市漢字Ⅰ

赤井 蕙笙 沼田市漢字Ⅰ 赤石 紅葉 伊勢崎市大　字

赤尾 真澄 高崎市漢字Ⅰ 秋間 茜舟 伊勢崎市漢字Ⅱ秀作賞

秋山 彩雲 伊勢崎市漢字Ⅱ 秋山 久枝 前橋市かなⅡ

秋山 万亀江 高崎市かなⅡ 阿部 詩泉 みなかみ町漢字Ⅱ

新井 紘翠 前橋市かなⅠ 荒井 幸雪 桐生市漢字Ⅱ

荒井 さく 吉岡町かなⅡ 新井 てい 高崎市漢字Ⅰ

家中 成山 千代田町漢字Ⅰ秀作賞 五十嵐 遊華 桐生市漢字Ⅱ

池田 智美 安中市かなⅡ 石井 和子 渋川市前　衛

石井 広翠 前橋市かなⅡ 石関 晶子 吉岡町前　衛

石附 宏倫 高崎市刻　字 石原 香蘭 伊勢崎市漢字Ⅰ毎日賞

石原 彩華 伊勢崎市大　字 石原 道代 前橋市かなⅡ

石渕 瑞雲 藤岡市漢字Ⅱ 井田 翠藍 伊勢崎市漢字Ⅰ

伊藤 天泣 安中市漢字Ⅱ 稲田 珪堂 太田市漢字Ⅱ

井上 恵子 高崎市前　衛 井上 彩泉 伊勢崎市漢字Ⅰ

井上 叔子 前橋市かなⅡ 今井 香雪 太田市漢字Ⅰ

今井 時恵 高崎市漢字Ⅰ 今井 由紀子 前橋市前　衛

今泉 恵風 桐生市漢字Ⅱ 伊与久 苔仙 安中市大　字

岩田 佳代子 榛東村かなⅡ 岩田 恵 榛東村前　衛

植杉 操 高崎市前　衛 上野 浄和 みなかみ町かなⅡ

上原 稍華 富岡市漢字Ⅱ 上原 翠晶 高崎市かなⅡ

上原 清玉 安中市漢字Ⅱ 上原 菜摘 高崎市刻　字毎日賞

内林 寛行 藤岡市刻　字 内堀 光之 前橋市刻　字秀作賞

内山 江風 桐生市漢字Ⅱ 海野 華舟 みどり市漢字Ⅱ

榎田 和子 前橋市かなⅡ 大崎 香織 前橋市かなⅠ佳作賞

大崎 友里絵 前橋市かなⅠ 大島 昌世 伊勢崎市かなⅡ

太田 真柳 高崎市近代詩 大滝 清華 中之条町漢字Ⅱ佳作賞

大竹 寧子 太田市かなⅡ 大野 池苑 高崎市漢字Ⅰ

岡田 徹 高崎市かなⅡ 岡田 美智子 高崎市かなⅡ

岡田 麗花 伊勢崎市大　字 岡部 新峰 前橋市漢字Ⅰ

小倉 奈美枝 高崎市漢字Ⅰ 小倉 葉子 高崎市漢字Ⅰ

小椋 礼子 高崎市前　衛 小澤 昇山 伊勢崎市漢字Ⅰ

女屋 久暎 前橋市近代詩 小野里 翠弘 藤岡市漢字Ⅰ

小野澤 利智 前橋市刻　字 小野塚 江美子 高崎市かなⅡ

尾身 悦子 桐生市漢字Ⅰ 片山 行雲 安中市漢字Ⅱ

片山 哲也 藤岡市刻　字 加藤 佳子 富岡市漢字Ⅰ

加藤 翔風 前橋市刻　字毎日賞 加藤 南風 昭和村漢字Ⅱ

金井 梓 渋川市前　衛 金井 瑞代 前橋市前　衛

金子 波江 前橋市かなⅡ 加納 順子 榛東村前　衛

狩野 久史 前橋市かなⅡ 上村 明子 高崎市漢字Ⅰ

刈込 てるみ 高崎市かなⅠ 川上 幸子 高崎市漢字Ⅰ

川田 倖風 沼田市漢字Ⅰ 木暮 純子 伊勢崎市かなⅡ

北 美幸 安中市前　衛 北澤 静華 太田市前　衛

北爪 美沙希 前橋市かなⅠ 北村 欣子 高崎市かなⅡ

久保田 伸子 高崎市前　衛 久保塚 聡美 みどり市漢字Ⅰ

熊澤 利奈子 高崎市漢字Ⅰ 栗原 心華 伊勢崎市漢字Ⅱ

栗原 りか 渋川市前　衛 桒原 沙緒理 前橋市前　衛

小池 朴堂 沼田市漢字Ⅰ 木暮 房子 前橋市かなⅡ

小嶋 虹扇 藤岡市漢字Ⅱ 小林 華舟 伊勢崎市大　字

小林 春江 みどり市漢字Ⅱ 小林 清翠 安中市漢字Ⅱ秀作賞

小林 節子 館林市前　衛 小林 嘉江 太田市かなⅠ

小峰 美加子 高崎市かなⅡ 小山 三樂 高崎市前　衛
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西郷 恵美子 沼田市かなⅡ 斎藤 虹苑 高崎市漢字Ⅱ

齋藤 さち代 高崎市前　衛 斎藤 咲花 高崎市漢字Ⅱ

齋藤 友香里 渋川市前　衛 境野 和子 伊勢崎市かなⅠ

佐々木 麗花 高崎市かなⅡ 笹澤 禎男 前橋市刻　字

佐藤 加奈子 高崎市大　字 佐藤 成美 長野原町前　衛

佐藤 美恵子 前橋市かなⅡ 鹿田 世志江 前橋市かなⅠ

設楽 雲生 高崎市大　字 篠原 真美子 高崎市刻　字

柴田 楠翠 前橋市かなⅡ 澁澤 亜希子 高崎市大　字

島崎 翠風 安中市漢字Ⅱ 清水 幸子 高崎市かなⅡ

清水 弘子 高崎市漢字Ⅰ 志村 芽惟 前橋市前　衛

〆谷 蒼月 桐生市漢字Ⅰ 下平 和子 高崎市かなⅡ

下谷 友仙 嬬恋村漢字Ⅱ 下山 翠波 前橋市漢字Ⅰ

城田 素乃子 伊勢崎市かなⅡ 神宮 小華 高崎市漢字Ⅰ

神宮 裕泉 安中市大　字 杉田 蘇久 千代田町大　字

鈴木 渓琳 甘楽町大　字佳作賞 鈴木 辨望 前橋市刻　字

須藤 みどり 高崎市漢字Ⅰ 砂長 敦子 高崎市かなⅡ

関口 恵子 安中市漢字Ⅰ 関口 ヤヨエ 渋川市かなⅡ佳作賞

関根 亜紀 高崎市かなⅡ 関根 熈雲 板倉町漢字Ⅰ

関根 鴨山 大泉町漢字Ⅱ 関根 志津子 前橋市かなⅡ

関谷 千恵美 前橋市前　衛 曽我 祥雄 高崎市漢字Ⅱ

高瀬 享美 渋川市前　衛 高橋 胡風 みなかみ町漢字Ⅱ

高橋 はる江 高崎市かなⅡ佳作賞 高橋 宏行 前橋市かなⅡ

高畠 恵衣 桐生市漢字Ⅱ 高山 紅苑 前橋市漢字Ⅰ

滝沢 夕紀子 前橋市かなⅡ 武井 一江 高崎市前　衛

武士 佳代子 前橋市漢字Ⅱ 田嶋 美穂 高崎市かなⅡ

但木 優 桐生市漢字Ⅱ 田畑 寿美子 高崎市かなⅠ

田端 元美 高崎市漢字Ⅰ 田部井 貞子 館林市かなⅡ

田部井 宏子 前橋市かなⅡ 田村 墨仙 前橋市大　字

田村 梨香 前橋市漢字Ⅰ 千田 翠宇 桐生市漢字Ⅰ

塚田 市枝 安中市大　字 月門 英真 桐生市近代詩

津久井 澄恵 沼田市かなⅡ 角田 紫舟 沼田市かなⅡ

勅使川原 知翠 沼田市大　字 手島 湧泉 伊勢崎市漢字Ⅰ

寺島 洋子 渋川市前　衛 樋田 以久代 高崎市かなⅡ

東宮 香織 前橋市かなⅡ 徳永 美恵子 前橋市かなⅡ

登坂 義峰 みなかみ町漢字Ⅰ 外所 智華 高崎市前　衛

都丸 史雄 藤岡市刻　字 富澤 白雲 前橋市かなⅡ

富澤 文枝 前橋市かなⅡ 友松 青弦 沼田市漢字Ⅱ

戸谷 和枝 太田市かなⅠ 中井 久子 高崎市かなⅡ

永井 伯泉 沼田市かなⅠ 中川 翔恵 高崎市漢字Ⅱ

中嶋 澪 渋川市前　衛 中島 由美子 みなかみ町かなⅡ

永田 灌櫻 富岡市大　字秀作賞 中村 恵翠 伊勢崎市大　字佳作賞

中村 シゲ子 前橋市かなⅡ 長山 恵翠 前橋市かなⅡ

奈良 キク子 前橋市かなⅡ 奈良 恒泉 前橋市漢字Ⅰ

西口 美千子 館林市近代詩 根津 飛龍 伊勢崎市かなⅠ

根本 雅子 高崎市かなⅡ 野口 藝眞 安中市大　字

野口 知恵 桐生市漢字Ⅱ 野村 映翠 太田市漢字Ⅰ

萩原 綾子 高崎市かなⅠ 橋本 正子 前橋市かなⅡ

長谷川 芸花 下仁田町大　字 蜂須賀 秀子 桐生市漢字Ⅱ

濱田 陽一 前橋市かなⅡ 林 時江 前橋市前　衛

原口 美秀 前橋市漢字Ⅰ佳作賞 原澤 育代 沼田市かなⅡ

原澤 鷲山 みなかみ町漢字Ⅱ 樋口 あゆみ 高崎市前　衛

樋口 俊子 高崎市かなⅡ 兵藤 菖扇 前橋市かなⅡ

兵藤 泰明 昭和村漢字Ⅱ 平林 蓉翠 前橋市かなⅡ
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平原 芳菊 太田市かなⅡ 廣田 紫 渋川市前　衛

笛田 晴雲 沼田市漢字Ⅰ 深田 翠葉 太田市漢字Ⅰ

福田 万里子 吉岡町かなⅠ 藤井 義秀 藤岡市刻　字

藤生 華栄 みどり市近代詩 藤巻 喜久江 安中市漢字Ⅰ

辺見 清佳 藤岡市漢字Ⅱ 堀井 雅美 前橋市かなⅠ

堀内 早苗 高崎市漢字Ⅰ 本多 麻矢 草津町前　衛

本間 城泉 前橋市漢字Ⅱ 松井 久子 高崎市刻　字

松田 ち代子 前橋市かなⅡ 松田 方子 前橋市刻　字

松本 溪仙 伊勢崎市漢字Ⅱ 松本 秀皋 高崎市前　衛

松本 泰泉 前橋市かなⅠ 松本 たみ 前橋市かなⅠ

丸橋 淞硯 伊勢崎市近代詩 水出 美仙 中之条町漢字Ⅱ

三田 康弘 桐生市漢字Ⅱ 峰岸 薫風 前橋市漢字Ⅱ

三宅 君子 前橋市かなⅡ 宮崎 春泉 長野原町漢字Ⅰ

宮崎 英明 藤岡市かなⅠ 宮崎 満代 前橋市かなⅡ

宮澤 香峰 伊勢崎市大　字 宮澤 黎風 伊勢崎市大　字

村椿 雪華 安中市漢字Ⅱ 茂木 麻衣子 太田市大　字

安澤 誠一 前橋市かなⅡ 安冨 光子 邑楽町前　衛

山賀 明美 前橋市かなⅡ 山岸 真奈美 前橋市前　衛

山崎 美加代 高崎市漢字Ⅰ 山柴 昇浦 桐生市漢字Ⅰ

山田 京子 高山村前　衛 山田 静枝 前橋市かなⅠ

大和 由紀江 伊勢崎市かなⅠ 山梨 香幽 前橋市漢字Ⅰ

山本 春光 中之条町漢字Ⅱ 横尾 芸哥 富岡市大　字

横尾 芸游 富岡市漢字Ⅱ 横澤 里香 高崎市漢字Ⅰ

吉田 仁寿 前橋市漢字Ⅰ 吉田 淑子 前橋市かなⅡ

渡邊 雲海 太田市漢字Ⅱ 渡辺 泉心 前橋市かなⅠ
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赤尾 明日香 高崎市漢字Ⅰ 大塚 詩鶯 富岡市大　字

荻野 蕙光 沼田市大　字 折原 成実 榛東村かなⅠ

久保 由梨奈 高崎市かなⅠ 清水 優香 高崎市かなⅡ

高橋 優花 前橋市かなⅠ 中里 智香 前橋市かなⅠ
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