
第69回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

埼玉県

東京展

青木 春葉 上尾市漢字Ⅰ 青木 稔洲 坂戸市漢字Ⅰ佳作賞

赤石 曙園 さいたま市大　字 赤木 舟敬 坂戸市漢字Ⅰ

赤柴 千流 春日部市漢字Ⅱ 秋谷 照浦 所沢市漢字Ⅰ毎日賞

安喰 仁水 加須市かなⅡ 吾郷 静潭 東松山市大　字

朝倉 樹徑 熊谷市漢字Ⅰ佳作賞 浅田 青璋 日高市かなⅠ

浅沼 久美子 三郷市かなⅡ 浅見 紫響 さいたま市近代詩秀作賞

阿部 晴浦 川口市かなⅠ秀作賞 阿部 泰然 上尾市漢字Ⅰ

阿部 東園 ふじみ野市漢字Ⅰ 天野 心華 上尾市近代詩

新井 瑛雪 入間市漢字Ⅰ 新井 桂流 川越市漢字Ⅱ

新井 美川 ふじみ野市漢字Ⅰ 荒川 京子 さいたま市かなⅠ

荒田 悦子 所沢市大　字 荒畑 珠流 川越市漢字Ⅰ佳作賞

有馬 充枝 飯能市かなⅡ 飯島 秋海 越谷市漢字Ⅰ

飯島 穂苑 さいたま市近代詩 飯島 露苑 久喜市漢字Ⅰ佳作賞

飯田 碧雲 蕨市漢字Ⅰ 飯塚 茜逕 北本市漢字Ⅱ

飯野 耕雲 蓮田市漢字Ⅱ 飯野 明風 上尾市漢字Ⅰ

飯野 柳 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞 井草 英歌 入間市かなⅠ

池田 螢星 鶴ヶ島市漢字Ⅱ 池田 璋雲 川口市かなⅡ佳作賞

石井 孝翠 久喜市大　字 石井 美保 さいたま市近代詩

石崎 司瀞 横瀬町かなⅠ佳作賞 石田 玉蕙 戸田市かなⅡ

石田 菁風 坂戸市漢字Ⅰ 石山 心茜 さいたま市漢字Ⅰ

泉 采湖 川越市漢字Ⅰ 泉 聴春 さいたま市漢字Ⅰ

泉名 華純 さいたま市漢字Ⅰ 市野渡 光子 鴻巣市かなⅡ

一柳 朗晟 越谷市近代詩 井出 華洛 さいたま市漢字Ⅰ

伊藤 高閑 狭山市大　字 伊藤 心箋 さいたま市近代詩

伊東 天瑞 小川町漢字Ⅱ 伊藤 真弓 さいたま市近代詩

伊藤 綾葩 富士見市かなⅡ 井上 渓雲 川口市かなⅡ

井上 敬竹 深谷市漢字Ⅰ 今泉 光景 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞

今泉 青蘭 さいたま市漢字Ⅰ 岩上 郁子 本庄市前　衛佳作賞

岩崎 鐵牛 桶川市近代詩秀作賞 岩谷 妙苑 松伏町漢字Ⅰ

植田 幸彩 さいたま市かなⅡ秀作賞 上田 晴賀 川口市かなⅡ

上野 泰僊 川口市漢字Ⅰ 上原 祥溪 嵐山町漢字Ⅰ

上村 松晶 越谷市近代詩 上本 美恵 富士見市漢字Ⅱ

宇治野 鶴美 三郷市大　字 内海 翠巌 富士見市大　字秀作賞

内川 正晨 杉戸町漢字Ⅱ 内田 華惺 川口市漢字Ⅰ

内田 都美 川越市漢字Ⅱ 内田 脩竹 滑川町漢字Ⅱ

海野 杏徑 川口市漢字Ⅰ 楳沢 綾泉 川口市漢字Ⅰ

梅原 巧舟 春日部市漢字Ⅱ 梅原 和敬 春日部市漢字Ⅱ佳作賞

江沢 恵泉 川口市漢字Ⅰ秀作賞 榎本 美知子 北本市近代詩

遠藤 錦湖 川越市漢字Ⅱ佳作賞 遠藤 司謙 上尾市かなⅠ

大久保 彩丘 さいたま市漢字Ⅰ 大栗 心藍 さいたま市近代詩

大坂 素秋 狭山市漢字Ⅰ 大澤 秋蘭 さいたま市かなⅠ

大須賀 華苑 さいたま市かなⅡ 太田 志桃 さいたま市かなⅠ

太田 朱鶴 幸手市かなⅡ 大谷 司清 草加市近代詩

大多和 秀明 三芳町漢字Ⅱ 大塚 岳裕 上尾市漢字Ⅰ秀作賞

大塚 澄心 春日部市漢字Ⅰ 大月 美峰 羽生市漢字Ⅰ

大坪 香静 上尾市漢字Ⅰ 大仲 錦翠 さいたま市漢字Ⅰ

大永 朗弘 志木市かなⅠ 大西 清春 上尾市漢字Ⅰ

大野 澄處 志木市漢字Ⅰ佳作賞 大羽 順子 さいたま市近代詩

大道 香葩 川口市漢字Ⅱ 大宮 美春 上尾市漢字Ⅰ

大村 静蘭 ふじみ野市漢字Ⅰ 大室 秋美 上尾市漢字Ⅰ

大谷 香蓉 深谷市大　字毎日賞 岡 秀峯 久喜市漢字Ⅱ

岡 翠風 本庄市漢字Ⅰ 岡野 政苑 久喜市近代詩佳作賞

岡部 照芳 川口市かなⅠ 岡邑 清竹 志木市漢字Ⅰ
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岡本 甲石 川口市大　字 岡本 聖子 加須市近代詩

小川 香魚 さいたま市近代詩 小河原 澄水 久喜市かなⅠ

沖 素宮 幸手市漢字Ⅰ 小口 華泉 さいたま市大　字

奥ノ木 勇峰 川口市近代詩 奥本 古求 狭山市漢字Ⅰ

小山内 栄香 富士見市近代詩 小澤 彩香 入間市漢字Ⅰ

押田 澄篁 ふじみ野市漢字Ⅰ 落合 啓華 熊谷市漢字Ⅰ

小野寺 瓊舟 三芳町かなⅠ毎日賞 尾畑 水鶴 行田市漢字Ⅰ秀作賞

加賀崎 希燕 熊谷市漢字Ⅰ 香川 翠瑛 東松山市近代詩佳作賞

柿谷 響可 行田市漢字Ⅰ 笠井 晃瓔 春日部市近代詩

柏木 春玲 鶴ヶ島市漢字Ⅱ 片山 峻菫 朝霞市漢字Ⅰ

加藤 彩雲 飯能市漢字Ⅱ 加藤 青洋 和光市大　字

加藤 竹苑 春日部市かなⅡ 加藤 朗慶 川口市近代詩

金井塚 瑞園 さいたま市漢字Ⅰ 金成 篤子 和光市かなⅠ佳作賞

加庭 鵞明 加須市漢字Ⅰ 金子 玉佳 蕨市漢字Ⅱ

金子 蕙風 川口市近代詩 金子 晴岳 川口市漢字Ⅰ

壁谷 春樂 さいたま市かなⅡ 上嶋 清苑 川口市漢字Ⅰ

上妻 聖園 上尾市漢字Ⅰ 加茂 露川 久喜市漢字Ⅰ佳作賞

鹿山 桂華 上尾市漢字Ⅰ 川浦 瓊湖 川越市漢字Ⅱ

川上 華舟 ふじみ野市刻　字佳作賞 川崎 玉春 上尾市漢字Ⅰ

川嶋 鶴洲 行田市漢字Ⅰ 川島 鵞紅 加須市漢字Ⅰ

川島 栖園 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞 川添 玲石 所沢市大　字

川野 清翠 川越市大　字佳作賞 川辺 晃湖 川越市漢字Ⅱ

川目 蕙星 さいたま市漢字Ⅱ佳作賞 神田 翠玉 坂戸市漢字Ⅱ

菊池 和湖 川越市漢字Ⅱ 木須田 彩翠 さいたま市漢字Ⅰ

北澤 登茂 越谷市漢字Ⅱ 木下 翠苑 吉川市近代詩佳作賞

木村 孝三郎 草加市かなⅡ 清宮 貴泉 さいたま市漢字Ⅰ

国井 華雲 川口市かなⅡ 久保 雅峰 入間市漢字Ⅱ

久保島 美翔 さいたま市漢字Ⅰ 窪田 三枝子 川越市漢字Ⅰ

倉石 芳園 幸手市漢字Ⅰ 倉林 月下 さいたま市漢字Ⅱ

釼持 恵風 さいたま市漢字Ⅰ 小石原 英湖 ふじみ野市漢字Ⅱ

高地 富美子 上尾市近代詩佳作賞 甲野 玄嶺 鶴ヶ島市漢字Ⅰ

神山 一紀 所沢市かなⅡ 小金井 彩流 鶴ヶ島市漢字Ⅱ秀作賞

古川 照春 上尾市漢字Ⅰ 小暮 皜峰 深谷市大　字佳作賞

小暮 松湖 ふじみ野市漢字Ⅰ 小島 汀花 川口市漢字Ⅰ

小嶋 史子 春日部市近代詩 小嶋 嶺蘭 川越市漢字Ⅰ

小清水 晴春 川口市かなⅡ 小園 之雪 飯能市近代詩

後藤 荷扇 さいたま市漢字Ⅰ 後藤 紫雲 川越市かなⅡ

小林 花舟 志木市かなⅡ 小林 慧晴 川口市かなⅡ佳作賞

小林 江睿 鴻巣市漢字Ⅰ 小林 鷲嶽 春日部市漢字Ⅱ

小林 春泉 ふじみ野市漢字Ⅰ 小林 桃園 所沢市漢字Ⅰ

小林 飛蓉 川越市漢字Ⅰ 駒形 政子 所沢市大　字

小巻 鶴花 行田市漢字Ⅰ 小松崎 華雪 白岡市近代詩

小峯 雅扇 川口市かなⅡ 小宮 青霞 日高市漢字Ⅰ

小宮 桃竹 小川町漢字Ⅱ 近藤 栄水 鴻巣市かなⅡ

近藤 香照 鴻巣市漢字Ⅰ佳作賞 近藤 春香 入間市大　字

近藤 晴草 川口市かなⅡ 斉藤 厚子 さいたま市かなⅡ

齋藤 英媛 加須市近代詩 齋藤 慧泉 さいたま市かなⅡ

斎藤 幸亀 春日部市かなⅡ 齋藤 廣遥 加須市漢字Ⅱ

齋藤 秀香 飯能市漢字Ⅰ 齋藤 梢雀 川口市漢字Ⅰ秀作賞

齊藤 青祥 深谷市大　字 斎藤 千苑 さいたま市大　字

坂口 貴彦 川越市大　字 桜井 晴澄 川口市かなⅡ

佐々木 光華 草加市漢字Ⅰ 佐藤 玉峯 川口市かなⅡ

佐藤 蕙和 越谷市かなⅡ佳作賞 佐藤 晴梢 川口市かなⅡ
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佐藤 誠抱 さいたま市近代詩 佐藤 晴美 草加市近代詩

佐藤 美蕉 越谷市漢字Ⅱ 佐藤 道子 新座市漢字Ⅰ

佐藤 光子 坂戸市かなⅡ 澤本 小虹 和光市近代詩

鎮目 智子 行田市大　字毎日賞 品川 佳苑 戸田市近代詩佳作賞

品田 彩雨 飯能市漢字Ⅰ 篠田 祐子 さいたま市かなⅡ

柴田 爽香 さいたま市漢字Ⅰ 柴田 桃霞 さいたま市近代詩

柴山 洋香 さいたま市近代詩 渋谷 香波 川越市大　字

渋谷 徳城 松伏町漢字Ⅱ 島田 恵柳 杉戸町近代詩

嶋田 祥子 新座市大　字佳作賞 島根 梅香 越谷市漢字Ⅰ

嶋村 珠雪 さいたま市漢字Ⅰ 島谷 爽苑 深谷市漢字Ⅰ

清水 雅堂 さいたま市漢字Ⅰ 清水 景芳 所沢市かなⅡ

清水 翠祥 川口市近代詩佳作賞 下出 佳風 川越市かなⅡ

下村 悦子 入間市かなⅡ佳作賞 白土 寛子 久喜市かなⅡ

神宮 黄楊 深谷市近代詩佳作賞 新藤 佳昂 熊谷市漢字Ⅰ

新藤 華泉 さいたま市かなⅡ 神保 直子 富士見市漢字Ⅱ

新見 宗栄 所沢市かなⅠ 須賀 萩雲 川口市かなⅡ

杉山 枝苑 加須市近代詩 鈴木 桂泉 所沢市大　字

鈴木 笋芽 戸田市近代詩 鈴木 真流 富士見市漢字Ⅰ

鈴木 泉風 春日部市漢字Ⅰ 鈴木 白嶺 川越市漢字Ⅰ

鈴木 芳草 春日部市漢字Ⅰ 簀戸 煌倫 富士見市漢字Ⅰ

須藤 香翠 さいたま市漢字Ⅰ 須永 廣翠 加須市漢字Ⅰ

清治 豊石 川越市漢字Ⅰ 関 晶泉 所沢市大　字

関 棠湖 ふじみ野市漢字Ⅱ 関根 華邨 上尾市漢字Ⅰ

関根 松舟 川口市かなⅠ佳作賞 関根 翠洋 坂戸市漢字Ⅰ

関根 爽菫 鴻巣市漢字Ⅱ 関森 華苑 幸手市かなⅡ

瀬島 恵津子 さいたま市大　字 仙葉 久美 所沢市かなⅡ秀作賞

高草木 美峰 鳩山町かなⅡ 高杉 晶子 川口市篆　刻

高田 香雨 深谷市漢字Ⅰ 高野 静水 さいたま市漢字Ⅰ

高橋 喜久子 さいたま市かなⅡ 高橋 渓葉 鴻巣市漢字Ⅰ

高橋 彩綏 所沢市漢字Ⅰ 高橋 三郎 川口市近代詩

高橋 春逕 宮代町大　字 高橋 春葉 熊谷市漢字Ⅰ

高橋 素芳 所沢市漢字Ⅱ 高橋 瑶華 川越市漢字Ⅱ

高橋 嶺泉 鶴ヶ島市漢字Ⅰ佳作賞 高見 游雲 所沢市漢字Ⅱ

高柳 玉風 さいたま市かなⅠ 高山 穂菫 伊奈町漢字Ⅱ佳作賞

瀧上 晃千 さいたま市漢字Ⅰ 田草川 葉子 三郷市近代詩

田口 香苑 飯能市漢字Ⅱ 武井 清香 川口市漢字Ⅰ佳作賞

武岡 淑子 和光市かなⅡ 竹下 路子 さいたま市近代詩

竹下 明雪 さいたま市かなⅡ佳作賞 武田 恵風 戸田市漢字Ⅰ

多田 文子 春日部市かなⅡ 立澤 琇翠 吉川市漢字Ⅰ佳作賞

立澤 藍翠 吉川市漢字Ⅰ 伊達崎 麗湖 川越市漢字Ⅰ毎日賞

田中 君江 川口市漢字Ⅱ 田中 湖春 狭山市漢字Ⅱ

田中 彩雨 さいたま市大　字佳作賞 田中 秀歌 朝霞市近代詩

田中 柊光 さいたま市かなⅡ 田中 峻厓 熊谷市漢字Ⅰ

田中 須美子 越谷市漢字Ⅰ佳作賞 田中 晴菖 川口市かなⅡ

田中 信明 上尾市篆　刻 田中 流鳳 飯能市漢字Ⅰ佳作賞

田辺 鵞舟 加須市漢字Ⅰ 谷川 春玲 上尾市近代詩

谷口 萌蘭 ふじみ野市漢字Ⅰ秀作賞 田部 司斉 朝霞市かなⅠ

田部井 彩香 深谷市大　字 玉越 梧葉 春日部市近代詩佳作賞

珠田 尚美 草加市かなⅡ 田村 祥子 さいたま市漢字Ⅱ

田村 尚雲 川口市かなⅡ 田村 静園 加須市漢字Ⅰ

田森 喜八郎 ふじみ野市漢字Ⅱ 丹尾 光邑 富士見市漢字Ⅰ

千田 ユリ子 越谷市かなⅡ 知野 久美子 杉戸町かなⅡ

地村 昌子 蓮田市漢字Ⅱ 塚越 翠畝 深谷市漢字Ⅰ
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塚越 藤苑 本庄市漢字Ⅰ 辻井 喬霞 さいたま市かなⅡ

津田 嶺雲 桶川市漢字Ⅰ 土屋 喜峰 富士見市近代詩

土屋 恒葉 和光市かなⅠ 坪中 天樹 鶴ヶ島市漢字Ⅰ

寺元 龍子 入間市かなⅠ 徳永 天隆 川越市漢字Ⅰ

冨岡 多美 越谷市かなⅡ佳作賞 冨田 博石 さいたま市大　字

外谷 花泉 さいたま市近代詩 外山 翠光 久喜市漢字Ⅰ

豊田 真巳 志木市かなⅡ 頓所 芳梢 草加市かなⅠ秀作賞

永井 虹雲 川口市かなⅡ 永井 静軒 川島町漢字Ⅰ

永井 知子 新座市かなⅠ 永倉 紫寳 上尾市近代詩

中里 翠 所沢市漢字Ⅰ 中澤 睦子 春日部市かなⅡ

中嶋 和庭 川口市漢字Ⅰ 中嶋 恵華 新座市近代詩

中条 紗影 新座市近代詩秀作賞 中曽根 恵瑤 上尾市漢字Ⅰ

中田 夏翠 さいたま市漢字Ⅰ 中塚 恵雲 川口市かなⅡ

中塚 恵月 川口市近代詩 永戸 百代 越谷市かなⅡ

長沼 幸蘭 越谷市かなⅡ 中林 麗舟 川口市漢字Ⅰ佳作賞

中村 恵雪 さいたま市漢字Ⅰ 中村 香翠 草加市近代詩

中村 香葉 桶川市刻　字 中村 千景 戸田市漢字Ⅰ

中村 美苑 本庄市漢字Ⅰ 中屋 佳湖 ふじみ野市漢字Ⅰ佳作賞

中山 華舟 所沢市漢字Ⅱ佳作賞 南雲 子美 川口市漢字Ⅰ

西尾 せい子 春日部市かなⅡ 西沢 華星 川口市漢字Ⅰ

西原 桂玉 富士見市大　字 西村 軒雨 飯能市漢字Ⅰ毎日賞

西本 東鳳 富士見市漢字Ⅰ佳作賞 新田 良月 さいたま市漢字Ⅱ

二宮 琴浄 深谷市近代詩 二本柳 葵江 久喜市漢字Ⅰ

貫井 敏子 所沢市大　字 根岸 鵞游 加須市漢字Ⅰ秀作賞

根岸 浄雪 さいたま市近代詩 野田 翠篁 川島町漢字Ⅱ

野原 敏子 さいたま市近代詩 野村 瑛華 深谷市漢字Ⅰ秀作賞

配島 崧高 さいたま市漢字Ⅰ毎日賞 萩原 美風 戸田市漢字Ⅰ

橋場 清堂 本庄市漢字Ⅰ 橋本 啓晴 川口市かなⅠ

橋本 秀慶 川口市漢字Ⅰ 橋本 俊山 川越市漢字Ⅰ

橋本 貴子 春日部市近代詩 橋本 流雪 上尾市近代詩

橋本 玲雪 川島町大　字 蓮見 恵彩 川口市漢字Ⅰ

長谷川 玉水 坂戸市漢字Ⅱ 長谷川 春翠 久喜市漢字Ⅰ

服部 和美 越谷市漢字Ⅱ 服部 栁仙 久喜市漢字Ⅱ

羽根田 花脣 白岡市漢字Ⅰ 浜田 笙芳 川口市かなⅡ

濱中 梓雲 川口市かなⅡ 早川 紅雨 上尾市漢字Ⅰ佳作賞

林 澄翠 行田市漢字Ⅰ 春木 惠美子 上尾市かなⅡ

春山 千華 久喜市かなⅡ 樋口 紅俊 さいたま市漢字Ⅰ

人見 江霞 久喜市漢字Ⅰ 平岡 東澤 入間市漢字Ⅰ

平田 美智子 所沢市かなⅡ 平野 英崖 鴻巣市漢字Ⅰ

平野 武子 春日部市かなⅡ佳作賞 平野 俊夫 鴻巣市近代詩佳作賞

平松 玉州 蓮田市漢字Ⅰ 深海 桃酔 川口市漢字Ⅰ

福井 游園 さいたま市漢字Ⅰ 福島 光湖 川越市漢字Ⅱ

福田 桂雲 川口市かなⅡ 福田 紫香 熊谷市漢字Ⅰ

福田 翠澄 坂戸市漢字Ⅱ 福永 祥苑 深谷市漢字Ⅰ

藤川 岳州 さいたま市漢字Ⅰ 藤田 たか子 草加市かなⅡ

藤谷 千夢 伊奈町漢字Ⅰ秀作賞 藤宮 淑恵 新座市大　字

藤村 正子 所沢市かなⅡ 藤本 司麗 新座市かなⅠ

藤原 三枝子 さいたま市かなⅡ毎日賞 二木 秀蔭 さいたま市漢字Ⅰ

渕江 芳律 さいたま市かなⅡ 古川 碩洋 所沢市漢字Ⅱ

古谷 多賀子 狭山市かなⅡ 保坂 敦子 川越市漢字Ⅱ

星 哉游 川口市漢字Ⅰ佳作賞 保科 充子 さいたま市かなⅠ

星野 惺苑 狭山市漢字Ⅰ 星野 雪香 久喜市近代詩

星野 満也 さいたま市近代詩 細渕 春光 さいたま市漢字Ⅰ
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堀 景扇 久喜市かなⅡ 前田 通委 狭山市かなⅡ

前田 木蘭 狭山市大　字秀作賞 松浦 美秀 熊谷市漢字Ⅰ秀作賞

松尾 有希子 北本市前　衛 松岡 青陽 戸田市漢字Ⅰ

松下 寿芳 所沢市近代詩毎日賞 松任 奈名枝 川越市かなⅡ

松村 彗波 富士見市漢字Ⅰ 松村 節子 川越市近代詩

松本 美智子 富士見市大　字 間中 美扇 さいたま市近代詩

真中 弘子 さいたま市漢字Ⅰ 三沢 綾子 春日部市近代詩

水谷 峡雲 さいたま市漢字Ⅱ 水原 紫雲 川口市かなⅡ

溝口 如水 新座市漢字Ⅱ佳作賞 光田 秀穂 入間市漢字Ⅰ

宮木 紫光 朝霞市漢字Ⅰ 宮越 飛楊 東松山市漢字Ⅰ

宮崎 佳峰 さいたま市漢字Ⅰ 宮澤 天玲 川越市漢字Ⅰ佳作賞

宮下 晴蓮 上尾市かなⅡ 宮武 啓湖 川越市漢字Ⅰ

三代川 穂苑 深谷市大　字 村上 白静 春日部市かなⅡ

村嶋 李春 志木市漢字Ⅱ 村山 早苗 川口市かなⅡ

室賀 敬湖 ふじみ野市漢字Ⅱ 茂木 秋英 さいたま市漢字Ⅰ

本橋 裕敬 川口市かなⅡ 森 芳葉 川口市漢字Ⅰ佳作賞

森田 豊泉 本庄市漢字Ⅱ 守屋 祥渓 さいたま市漢字Ⅰ

諸橋 青江 三郷市漢字Ⅰ 矢上 アツ子 蓮田市かなⅡ秀作賞

野吾 清峰 桶川市近代詩 矢島 暎泉 加須市漢字Ⅰ佳作賞

矢島 洋鵞 加須市漢字Ⅰ 安川 舜雪 上尾市近代詩

保田 愛子 三郷市近代詩 柳田 志虹 さいたま市かなⅠ

矢部 秋葉 志木市漢字Ⅰ 矢部 雪穂 さいたま市漢字Ⅰ

谷部 萠苑 熊谷市漢字Ⅰ 山浦 芳石 熊谷市漢字Ⅰ

山岡 水蓉 さいたま市かなⅡ 山木 凌雲 白岡市漢字Ⅱ

山岸 秋珂 さいたま市漢字Ⅰ 山口 春華 坂戸市漢字Ⅱ

山口 翔鴎 川越市漢字Ⅰ 山口 勝楓 さいたま市かなⅡ

山崎 修 川越市大　字 山崎 香苑 さいたま市漢字Ⅰ

山崎 香節 蓮田市漢字Ⅰ 山崎 彩雲 さいたま市漢字Ⅰ

山崎 朝聲 入間市大　字 山崎 芳道 入間市漢字Ⅰ秀作賞

山崎 隆光 久喜市かなⅡ佳作賞 山下 玉水 蕨市漢字Ⅱ

山澄 真理 川口市大　字 山田 夏葉 志木市漢字Ⅱ

山田 孝穂 さいたま市かなⅠ佳作賞 山田 舟蘭 ときがわ町かなⅠ

山田 千舟 川口市かなⅠ 幸 巌照 さいたま市漢字Ⅱ

横井 千萬 さいたま市前　衛 横尾 貴汀 さいたま市漢字Ⅱ

横塚 礼水 加須市かなⅡ秀作賞 横道 保博 志木市近代詩

横山 蕙雨 朝霞市大　字 横山 香彩 さいたま市かなⅠ

横山 白泰 鴻巣市漢字Ⅰ 横山 柳美 上尾市漢字Ⅰ

吉岡 春香 さいたま市漢字Ⅰ秀作賞 吉川 光陽 蓮田市かなⅠ

吉川 綾穂 志木市かなⅠ 吉澤 啓友 さいたま市近代詩

吉田 白華 入間市漢字Ⅰ 吉田 風華 川島町漢字Ⅱ

吉田 郁江 蕨市漢字Ⅱ佳作賞 吉田 良幹 加須市漢字Ⅰ

好永 恵弘 さいたま市かなⅡ 吉野 有希 北本市大　字

吉安 玲華 川口市大　字佳作賞 依田 祥道 熊谷市漢字Ⅰ

米山 秀蒲 新座市漢字Ⅰ 若林 抱花 越谷市かなⅡ

若山 青湖 川越市漢字Ⅰ 脇 静雨 所沢市かなⅡ

鷲田 故丘 さいたま市近代詩 和田 黄鶴 鴻巣市漢字Ⅰ

渡辺 恭子 越谷市漢字Ⅰ佳作賞 渡辺 昌苑 越谷市かなⅡ

渡辺 千福 戸田市かなⅠ 渡部 光江 志木市漢字Ⅱ
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