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朝賀 恵子 新潟市刻　字佳作賞 安達 正楓 新潟市漢字Ⅰ

阿部 恵菁 五泉市漢字Ⅰ 天野 静香 新潟市漢字Ⅰ

井浦 白濤 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 池尻 緑華 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

池田 桃香 新潟市漢字Ⅰ 石井 渓月 燕市漢字Ⅱ

石倉 澄山 新潟市前　衛 石沢 千艸 長岡市漢字Ⅰ

石塚 鶴峰 上越市漢字Ⅰ 磯村 一男 新潟市刻　字

板垣 泰子 五泉市刻　字佳作賞 伊藤 溪碩 三条市漢字Ⅰ

伊藤 菜奈子 新発田市漢字Ⅰ 犬井 雨葉 聖籠町前　衛佳作賞

犬井 雨葉 聖籠町漢字Ⅰ 伊部 久美子 長岡市漢字Ⅰ

井村 勝廣 新潟市刻　字 石見 而之 佐渡市漢字Ⅰ

上野 佐知子 長岡市漢字Ⅰ 薄田 梅香 新潟市刻　字

江口 志舟 南魚沼市漢字Ⅰ 遠藤 波秀子 新潟市刻　字

大井 沙知 長岡市漢字Ⅰ 大江 安雄 阿賀町近代詩

大久保 圭子 見附市漢字Ⅱ 大崎 千華 長岡市漢字Ⅰ

大島 弘月 十日町市漢字Ⅰ 大島 爽風 十日町市漢字Ⅰ

大杉 澄香 新潟市漢字Ⅰ 大関 秀園 五泉市漢字Ⅰ

小川 香流 十日町市漢字Ⅰ 小川 早恵子 長岡市漢字Ⅰ

小熊 啄水 新潟市漢字Ⅰ 小野塚 典祥 上越市漢字Ⅰ

葛西 幸舟 佐渡市漢字Ⅰ 金井 清雨 新潟市漢字Ⅰ

金子 優美 新発田市漢字Ⅰ 鹿野 雪信 上越市漢字Ⅰ

亀田 榴花 新潟市漢字Ⅰ 狩野 瑞景 南魚沼市漢字Ⅱ

川内 春泉 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 川上 夏楓 長岡市前　衛

川上 青蕙 五泉市漢字Ⅰ 神田 甘暢 五泉市漢字Ⅰ

菅野 萩香 新潟市漢字Ⅰ 北川 大河 上越市漢字Ⅰ

北村 素雪 南魚沼市漢字Ⅱ 京谷 ノリ 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

草間 篁山 長岡市漢字Ⅰ 久保田 春香 新潟市漢字Ⅰ

栗田 祥雪 上越市漢字Ⅰ 桑野 春仙 新潟市漢字Ⅰ

桒原 滄石 南魚沼市漢字Ⅱ 解良 都代子 長岡市漢字Ⅰ

腰越 蒼月 新潟市漢字Ⅰ 古谷 桃苑 新潟市漢字Ⅰ

後藤 泰三郎 新発田市漢字Ⅰ 小林 渓雲 五泉市漢字Ⅰ

小林 茂子 新潟市前　衛 小林 青楓 新潟市刻　字

駒形 節子 新潟市漢字Ⅰ 小森 稔 長岡市漢字Ⅰ

小森 蘭順 上越市漢字Ⅰ 近藤 敬 小千谷市漢字Ⅰ

斉川 春瑶 新潟市漢字Ⅰ 斉藤 花泉 新潟市漢字Ⅰ

斎藤 君子 新発田市漢字Ⅰ 齋藤 翠紅 新潟市漢字Ⅰ

坂井 青 五泉市漢字Ⅰ 坂上 紫篁 新潟市漢字Ⅰ

桜井 洋子 新発田市漢字Ⅰ 佐々木 瑛泉 新潟市漢字Ⅰ

佐藤 香泉 五泉市漢字Ⅰ 佐藤 芝薫 新潟市漢字Ⅰ

佐藤 瑠華 新潟市大　字 澤野 好裕 長岡市漢字Ⅰ

塩地 暁山 胎内市大　字 志賀 里佳 新潟市漢字Ⅰ

渋倉 加祥 胎内市漢字Ⅰ 島村 研二 長岡市漢字Ⅰ

清水 桜幻 長岡市前　衛 清水 桜幻 長岡市漢字Ⅰ

清水 羅王 長岡市漢字Ⅰ 清水 羅王 長岡市前　衛

神保 春鐘 長岡市前　衛 菅木 時夫 新潟市刻　字

鈴木 華園 新潟市漢字Ⅰ 鈴木 廣峰 新潟市漢字Ⅰ

鈴木 青香 五泉市かなⅡ 関 守雪 長岡市刻　字

高木 伸葉 長岡市前　衛佳作賞 高木 美恵子 長岡市漢字Ⅰ

高澤 弘美 新発田市漢字Ⅰ 高波 明美 南魚沼市近代詩

高野 一夢 新潟市刻　字 高野 彩風 十日町市漢字Ⅰ

高野 道弘 小千谷市漢字Ⅰ 高野 美月 長岡市漢字Ⅰ

高橋 香苑 南魚沼市大　字秀作賞 高橋 春汀 新潟市漢字Ⅰ

高橋 汀葦 十日町市漢字Ⅰ 高橋 桃霞 新潟市漢字Ⅰ

高橋 俊和 胎内市篆　刻 高橋 朋子 長岡市漢字Ⅰ
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高橋 直子 長岡市かなⅡ 高橋 陽華 新潟市漢字Ⅰ

橘 栄堂 佐渡市漢字Ⅰ 田中 克成 長岡市漢字Ⅰ

田中 彩風 阿賀野市漢字Ⅱ 田中 味香 長岡市漢字Ⅰ

田中 梨風 長岡市漢字Ⅰ 田村 白峰 湯沢町漢字Ⅱ

千野 美恵子 長岡市漢字Ⅰ 土田 清空 燕市近代詩

土田 蒼煌 新潟市漢字Ⅰ 寺尾 喬堂 佐渡市漢字Ⅰ秀作賞

内藤 美洸 佐渡市篆　刻 仲川 進 佐渡市刻　字毎日賞

永倉 秀堂 新発田市前　衛 長瀬 静香 上越市大　字

中野 弥天 新潟市漢字Ⅰ 中村 桃華 湯沢町漢字Ⅱ

中村 史恵 柏崎市かなⅡ 南雲 佳月 南魚沼市大　字

南雲 美梢 上越市漢字Ⅰ 西山 裕子 長岡市漢字Ⅰ秀作賞

萩原 瑠璃 新潟市漢字Ⅰ 橋本 恵 柏崎市かなⅡ

服部 翠渕 十日町市漢字Ⅰ 馬場 青潭 五泉市漢字Ⅰ

早川 秋華 長岡市漢字Ⅰ 春辺 芳宵 佐渡市漢字Ⅰ

坂大 優一 魚沼市刻　字 伴場 彩園 阿賀野市近代詩

樋口 啓明 十日町市漢字Ⅰ 樋口 葉彩 十日町市漢字Ⅰ

平山 緑 新潟市刻　字秀作賞 廣田 春柳 新潟市前　衛

富士崎 紫音 新潟市漢字Ⅰ 藤本 小雪 上越市大　字

布施 玉茜 新潟市漢字Ⅱ 古川 眞一 柏崎市漢字Ⅰ

古澤 翠淵 加茂市刻　字 平口 天空 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

星 厚子 魚沼市漢字Ⅰ 保科 翠華 新潟市漢字Ⅰ

星野 香彩 長岡市大　字 細川 正毅 新潟市刻　字

堀内 青彩 五泉市漢字Ⅰ 本多 岱山 三条市漢字Ⅰ

本間 青丘 五泉市刻　字 松橋 恵雲 妙高市大　字

水落 純子 十日町市漢字Ⅰ 水野 秋皐 十日町市漢字Ⅰ佳作賞

村田 春楊 新発田市漢字Ⅰ 村山 裕簣 長岡市漢字Ⅰ

目黒 彩恵 長岡市漢字Ⅰ 目黒 春恵 長岡市漢字Ⅰ

目黒 春雪 長岡市漢字Ⅰ 持田 香峰 柏崎市漢字Ⅰ

諸橋 麻貴 長岡市漢字Ⅰ 矢尾板 素子 長岡市刻　字

栁 美和 長岡市大　字 山内 武雄 長岡市漢字Ⅰ

山口 崇山 南魚沼市大　字 山崎 康雪 上越市漢字Ⅰ

山田 玉榮 上越市かなⅡ 山本 幽香 上越市前　衛

与口 岳彩 新潟市漢字Ⅰ 横山 香竹 新潟市前　衛

横山 朋子 見附市刻　字 横山 葉山 上越市漢字Ⅱ

吉 百泉 新潟市漢字Ⅰ 吉原 美和子 長岡市漢字Ⅰ

吉水 栄子 長岡市漢字Ⅰ 若林 慎治 長岡市漢字Ⅰ

和田 ゆきえ 加茂市刻　字 渡邉 桜香 上越市漢字Ⅰ毎日賞

渡部 耕翠 佐渡市漢字Ⅰ 渡邉 晴海 新潟市漢字Ⅰ

渡辺 道子 新潟市刻　字
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齋藤 卓哉 新発田市漢字Ⅰ 豊島 紅桜 五泉市漢字Ⅰ
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