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青木 芙紫 甲府市大　字 青沼 萠音 南アルプス市漢字Ⅱ

青沼 萠音 南アルプス市近代詩 芦澤 采香 富士吉田市刻　字佳作賞

跡部 真粋 甲府市漢字Ⅰ 天野 凌雲 大月市刻　字

天野 鈴風 山梨市漢字Ⅰ 雨宮 紅華 甲府市漢字Ⅱ

雨宮 栖龍 甲斐市刻　字 雨宮 良兼 笛吹市漢字Ⅱ

有泉 淡秋 市川三郷町漢字Ⅰ 有賀 國雄 都留市刻　字

有賀 真風 山梨市漢字Ⅱ 安藤 盈祥 富士吉田市刻　字

安藤 桂華 甲斐市漢字Ⅱ 安藤 桂華 甲斐市大　字佳作賞

井川 蓮水 南アルプス市漢字Ⅱ いしい そうたろう 富士川町大　字

石川 栖湖 富士川町大　字 石沢 秋桜 富士川町大　字

伊藤 覚了 甲府市刻　字 伊藤 和泉 韮崎市大　字

井上 義景 富士吉田市刻　字 卯月 桂子 大月市大　字

梅原 天暢 西桂町刻　字 大久保 春翠 大月市大　字

岡崎 萌抄 富士吉田市刻　字 小笠原 浩 山梨市刻　字

尾形 智山 甲府市大　字 荻野 裕彩 甲府市漢字Ⅰ

長田 蕙春 甲府市漢字Ⅱ 長田 志津 甲府市大　字

小澤 恵月 韮崎市漢字Ⅱ 落合 月花 南アルプス市大　字

小野 火炎 南アルプス市大　字 小俣 紫月 富士吉田市漢字Ⅰ

小俣 太道 上野原市かなⅠ 小俣 太道 上野原市かなⅡ

小俣 守 富士吉田市刻　字 笠井 抱月 富士川町大　字

金丸 探龍 南アルプス市大　字佳作賞 川上 弘郁 甲府市大　字

川上 弘郁 甲府市漢字Ⅱ 菅 嘯雪 笛吹市漢字Ⅰ

神田 由美 南アルプス市大　字 久保田 玄曜 南アルプス市大　字

久保田 綵虹 甲府市大　字秀作賞 桑原 蕙花 甲府市漢字Ⅱ

桑原 紫雲 富士吉田市刻　字 小泉 渚風 北杜市漢字Ⅰ

甲田 春華 中央市大　字 河野 青琴 富士吉田市刻　字

小島 芳園 甲府市大　字 後藤 友昭 都留市刻　字

小林 司蘭 北杜市かなⅠ 小林 水香 北杜市漢字Ⅰ

小林 冰禀 富士吉田市刻　字 小林 愛 笛吹市大　字

駒井 絢草 韮崎市漢字Ⅰ 斉藤 幽葩 笛吹市漢字Ⅰ

佐々木 光舟 大月市かなⅡ 嶋津 香祥 甲府市漢字Ⅱ

清水 暉翠 甲府市大　字秀作賞 志村 松雪 富士吉田市刻　字佳作賞

白鳥 正彦 富士河口湖町刻　字 新海 松響 甲斐市漢字Ⅱ

鈴木 遊舟 笛吹市漢字Ⅱ 須藤 玲乎 甲府市漢字Ⅱ

艸 穂兆 笛吹市漢字Ⅰ 高野 蕗風 笛吹市大　字

高橋 嘯月 甲府市大　字 高橋 雄岳 北杜市大　字

高村 光風 山中湖村刻　字 田中 渓香 甲州市漢字Ⅱ

田中 佳翠 笛吹市漢字Ⅱ 田村 恵南 富士河口湖町刻　字

田村 紅華 富士河口湖町刻　字 千野 悠情 北杜市漢字Ⅱ

塚本 耿泉 甲府市大　字 辻 来夢 笛吹市漢字Ⅰ

土屋 碧舟 富士吉田市刻　字 角田 栖華 甲府市刻　字

外川 智大 都留市大　字 外川 天葉 富士河口湖町大　字

内藤 松聲 甲斐市刻　字 中井 菱娟 甲府市漢字Ⅱ

中島 雪華 山梨市漢字Ⅰ 永田 英樹 甲府市刻　字

中野 青邦 忍野村刻　字 中野 美香 南アルプス市大　字

中村 丘菫 富士吉田市刻　字 名取 千秋 昭和町漢字Ⅰ

七沢 菱煌 甲府市漢字Ⅱ 奈良 蒼柏 大月市刻　字秀作賞

野澤 龍起 甲斐市漢字Ⅰ 野本 知靖 大月市刻　字

長谷部 美芳 甲府市漢字Ⅱ 羽田 清扇 富士吉田市刻　字

花形 天童 甲府市大　字 平井 聚堂 北杜市近代詩

平沼 京子 甲斐市かなⅡ 廣瀬 晴苑 甲斐市漢字Ⅰ

廣瀬 蕗香 山梨市近代詩 深澤 悠帰 韮崎市漢字Ⅱ

福田 秀萌 大月市大　字 福田 透雲 甲斐市前　衛
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舟久保 達海 甲府市漢字Ⅰ 船場 正譲 忍野村刻　字

古屋 錦子 昭和町大　字 古屋 芳染 韮崎市近代詩

祝 豊香 北杜市漢字Ⅰ佳作賞 星野 美泉 甲府市漢字Ⅱ秀作賞

星野 美泉 甲府市大　字 堀田 耕悦 南アルプス市刻　字

堀田 耕悦 南アルプス市篆　刻 本間 裕教 山梨市刻　字

前村 彩 甲斐市大　字 松浦 敬子 富士河口湖町刻　字

松本 恍水 甲斐市大　字 丸山 心華 甲府市漢字Ⅱ

丸山 統子 甲斐市漢字Ⅱ 丸山 玲舟 甲府市漢字Ⅱ

三浦 游碧 富士吉田市刻　字 水田 朱芳 甲斐市大　字

三井 桜泉 北杜市漢字Ⅰ 三井 春草 北杜市かなⅡ

宮川 江楓 北杜市漢字Ⅰ 宮下 翠篁 富士吉田市刻　字秀作賞

宮下 青風 富士吉田市刻　字 武川 芳雲 山梨市漢字Ⅱ

向山 照子 甲府市篆　刻 望月 紫扇 大月市刻　字

森本 李世 甲斐市漢字Ⅰ 矢嶋 由美子 甲府市漢字Ⅱ

矢嶋 由美子 甲府市大　字 栁本 恵翠 甲斐市大　字

山口 恵芳 甲府市漢字Ⅱ 山下 證善 忍野村刻　字

山田 紅楓 甲府市漢字Ⅱ 山田 文仙 甲府市かなⅡ

箭本 翠明 甲府市漢字Ⅰ 吉村 享子 甲府市大　字

渡辺 伊勢乃 富士吉田市刻　字 渡邉 一徑 忍野村大　字

渡辺 魁生 山梨市漢字Ⅱ 渡辺 奇峯 富士河口湖町刻　字

渡辺 穂風 大月市大　字 渡辺 白雲 富士吉田市刻　字

渡邉 美虹 忍野村大　字 渡辺 悠雲 富士吉田市刻　字

渡辺 佳子 富士吉田市刻　字 渡辺 麗水 富士川町漢字Ⅰ
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荒 美彩子 大月市大　字 伊藤 梨奈 上野原市大　字

内田 緋奈 南アルプス市大　字 岡部 美翔 甲府市大　字

岡部 美翔 甲府市漢字Ⅱ 佐久間 優奈 山梨市大　字

田中 咲帆 甲府市大　字 辻 萬里 甲府市大　字

東村 探真 南アルプス市大　字 樋口 咲月 南アルプス市大　字

平本 真理子 中央市漢字Ⅰ 福嶋 美友 大月市大　字

谷内 百恵 都留市大　字 山野井 萌 甲府市漢字Ⅰ

米山 貴大 大月市大　字U23奨励賞 渡邉 玄香 忍野村大　字

渡部 星妃 大月市大　字 渡邊 透 甲府市大　字

渡邉 麗華 忍野村大　字U23毎日賞
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