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青木 巨秀 相模原市漢字Ⅰ 青木 禎子 横浜市かなⅡ

青木 梅幽 川崎市漢字Ⅱ 青木 富美子 鎌倉市篆　刻

阿賀 彩雨 横浜市近代詩 赤池 爽舞 鎌倉市漢字Ⅰ

秋澤 輝義 小田原市大　字 秋山 克彦 横浜市篆　刻

阿久津 梓苑 川崎市かなⅡ 穴見 美佐子 横須賀市篆　刻

阿部 紅雪 横浜市漢字Ⅰ 安部 大巖 横浜市篆　刻佳作賞

阿部 右廣 横浜市漢字Ⅰ 天野 光亀 横浜市かなⅠ

新井 雨穿 横浜市大　字佳作賞 新井 幸舟 横浜市漢字Ⅰ

荒川 涼舟 横浜市漢字Ⅰ 新谷 嵐泉 横浜市かなⅡ佳作賞

粟屋 輝子 横浜市かなⅠ 飯島 静翠 横須賀市漢字Ⅰ

飯嶋 伶玉 横浜市かなⅡ 飯田 静香 相模原市漢字Ⅰ

猪狩 春葉 横浜市近代詩 井口 陽世 座間市漢字Ⅱ

池田 溪佳 横浜市かなⅡ 池田 紫舟 藤沢市大　字

池田 清雲 横浜市漢字Ⅰ 池田 千代栄 横浜市近代詩

池野 活代 平塚市漢字Ⅱ佳作賞 石井 和子 鎌倉市かなⅡ

石井 早苗 川崎市近代詩 石井 丹青 大和市漢字Ⅱ佳作賞

石井 澄雪 相模原市漢字Ⅰ 石井 幸枝 鎌倉市漢字Ⅱ

石川 黄慧 横浜市かなⅠ 石川 清龍 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

石川 直子 相模原市近代詩佳作賞 石川 藤子 横浜市かなⅡ佳作賞

石附 如雪 横浜市大　字秀作賞 石場 美智子 鎌倉市かなⅡ佳作賞

石橋 春苑 横浜市近代詩 石原 萌華 横須賀市近代詩

石村 恭子 横浜市近代詩 伊丹 棣香 横浜市かなⅠ

板谷 雨汲 横浜市大　字 市川 豊仙 川崎市かなⅡ

一ノ瀬 素 横浜市かなⅡ 市原 妙泉 横浜市漢字Ⅱ

伊藤 静俊 鎌倉市漢字Ⅰ 伊藤 テル子 川崎市かなⅡ

伊藤 蓉華 平塚市かなⅠ 稲垣 奏庭 横浜市近代詩

猪野 光舟 川崎市篆　刻 井上 華苑 綾瀬市漢字Ⅰ佳作賞

井上 和江 横浜市漢字Ⅱ 井上 玉蘭 小田原市漢字Ⅰ

井上 松逕 横須賀市かなⅡ 井上 鳳園 厚木市漢字Ⅱ佳作賞

井上 洋子 川崎市かなⅡ 今井 秋篁 横浜市漢字Ⅱ

今井 静泉 相模原市漢字Ⅱ 今村 春嶺 川崎市かなⅡ秀作賞

伊代野 美代子 横浜市かなⅡ 入澤 彩楓 厚木市かなⅡ

入澤 照籬 横浜市漢字Ⅰ 岩壁 勇弘 鎌倉市漢字Ⅰ

岩切 渓水 横浜市大　字佳作賞 岩崎 勝涛 相模原市漢字Ⅰ秀作賞

岩崎 水 横浜市大　字 岩崎 優 横浜市かなⅡ秀作賞

岩澤 楽虹 鎌倉市漢字Ⅱ 岩田 翠葉 横浜市かなⅡ佳作賞

岩船 玉梢 横浜市かなⅡ 岩本 登仙 川崎市漢字Ⅱ

上田 素抱 茅ヶ崎市近代詩 上田 敏子 相模原市漢字Ⅱ

上野 春海 藤沢市近代詩 上野 鷺汀 横浜市漢字Ⅱ

植村 壮穂 相模原市漢字Ⅰ 生方 由美子 川崎市かなⅡ

梅田 香静 川崎市大　字 江澤 玉欅 横浜市かなⅠ佳作賞

榎本 旭泉 相模原市漢字Ⅰ 榎本 壮韻 相模原市漢字Ⅰ

榎本 壮苑 相模原市漢字Ⅰ 遠藤 美宗 相模原市漢字Ⅰ

大内 彩瑩 相模原市漢字Ⅰ 大川 白舟 横須賀市漢字Ⅱ

大木 英泉 川崎市漢字Ⅱ 大久保 暁羊 横浜市漢字Ⅱ

大熊 白蹊 横浜市篆　刻 大胡 美硯 横浜市漢字Ⅰ

大澤 香園 相模原市漢字Ⅰ 大澤 和風 川崎市近代詩

大須賀 恭子 横浜市かなⅡ 太田 輝子 川崎市かなⅡ

大竹 香楓 横浜市漢字Ⅰ佳作賞 大谷 妙子 相模原市大　字

大貫 貴子 鎌倉市かなⅡ秀作賞 大沼 春美 座間市大　字

大橋 徳静 藤沢市漢字Ⅰ 大峯 玉阜 相模原市漢字Ⅰ

大村 緑雨 横須賀市かなⅡ佳作賞 大矢 豊泉 横浜市漢字Ⅱ

大鷲 朝子 横浜市近代詩 岡野 子 横浜市かなⅡ
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岡部 翆楓 横浜市漢字Ⅰ 岡本 光草 横浜市かなⅡ

小川 悦彰 藤沢市かなⅡ 奥 玲舟 横須賀市大　字

奥平 彌壽子 川崎市かなⅡ 奥野 知行 横浜市篆　刻

小倉 清舟 横浜市漢字Ⅰ 尾崎 白濤 大和市漢字Ⅰ毎日賞

尾崎 美浦子 横浜市かなⅡ佳作賞 長田 玉鳳 藤沢市漢字Ⅰ

小沢 景萠 開成町漢字Ⅱ 小沢 芳竹 小田原市大　字

小野 明子 横浜市篆　刻佳作賞 小野 翠汀 湯河原町かなⅡ佳作賞

小野 美智子 横浜市かなⅡ佳作賞 尾上 皋子 横浜市漢字Ⅱ

小原 宝葉 藤沢市漢字Ⅰ 賀川 秋泉 秦野市漢字Ⅱ

柿沼 芳秋 横浜市漢字Ⅰ 掛川 佳子 横浜市かなⅡ

葛西 虚舟 横浜市漢字Ⅰ 笠原 映美 川崎市かなⅡ

笠原 可緒里 横浜市大　字佳作賞 笠原 博子 川崎市かなⅠ秀作賞

笠原 蓉秋 厚木市かなⅠ秀作賞 梶田 清琴 葉山町かなⅡ秀作賞

梶原 稀星 横浜市漢字Ⅱ 片平 尭子 横浜市近代詩

勝呂 清香 横浜市漢字Ⅰ 加藤 晴泰 鎌倉市漢字Ⅰ

加藤 荘華 相模原市漢字Ⅰ 加藤 美代子 海老名市大　字

門倉 美智 相模原市近代詩 金谷 美秀 横浜市漢字Ⅱ

金子 紅藍 横浜市近代詩秀作賞 金子 芳彩 秦野市近代詩

金子 墨全 相模原市漢字Ⅱ 金田 紅雲 平塚市漢字Ⅰ

鎌田 翠嶺 松田町漢字Ⅰ毎日賞 紙崎 玉澣 厚木市漢字Ⅰ

上村 壮鳩 相模原市漢字Ⅰ 神谷 文子 横浜市かなⅡ

神谷 碧峰 横浜市漢字Ⅰ佳作賞 加茂 淡海 海老名市漢字Ⅰ

河井 英子 横浜市前　衛 川井 真由美 南足柄市かなⅡ佳作賞

川上 知恵 葉山町大　字 川北 涼子 川崎市大　字佳作賞

川口 美萌 横浜市近代詩 川口 幽樹 横浜市漢字Ⅱ

川島 乙桜 横浜市かなⅡ 川手 華鵬 横浜市近代詩

川名 静扇 横須賀市かなⅡ秀作賞 川畑 彩春 横浜市近代詩

川辺 芳順 川崎市かなⅡ 川村 翠心 茅ヶ崎市大　字

神部 尚玉 茅ヶ崎市かなⅡ 菊島 右雪 藤沢市漢字Ⅱ

菊池 一鵬 相模原市漢字Ⅰ 北浦 豊舟 相模原市漢字Ⅰ

北田 朋子 座間市前　衛 北出 喜代子 相模原市前　衛

北見 雨蕙 横浜市大　字 北見 梢雨 横浜市大　字

北村 眞翠 横浜市漢字Ⅰ 北村 芳雪 秦野市かなⅡ佳作賞

木原 尚子 横浜市前　衛 君塚 妤蕙 川崎市かなⅡ佳作賞

木村 玉舟 横浜市大　字 喜安 舒苑 相模原市漢字Ⅰ

清野 雅泉 横浜市近代詩 桐谷 有子 川崎市かなⅠ

金城 紫玉 横浜市漢字Ⅱ 日下 瓊舟 横浜市漢字Ⅰ

久慈 和花 横浜市近代詩 楠井 杏花 平塚市漢字Ⅱ

久津間 勝径 小田原市漢字Ⅱ 工藤 静泉 綾瀬市近代詩

国重 玉洋 横浜市かなⅡ 久保田 馨峰 横浜市かなⅡ

久保田 麻裕 相模原市漢字Ⅱ 熊田 操 横浜市かなⅡ

隈元 桐雨 横須賀市かなⅡ 栗谷 裕子 川崎市大　字

黒木 睦子 海老名市かなⅡ 黒田 寿鴻 相模原市漢字Ⅰ

小石 湘君 相模原市漢字Ⅰ 小泉 恵俊 横浜市近代詩

小泉 定子 川崎市かなⅡ 小泉 秀草 秦野市かなⅠ佳作賞

小泉 嵐貞 横浜市かなⅡ 纐纈 蒼洲 横浜市刻　字

向後 瑛舟 藤沢市漢字Ⅰ 香坂 照葉 中井町前　衛佳作賞

神足 彩霞 横浜市かなⅡ 河野 黎子 相模原市漢字Ⅰ

輿石 静草 横浜市かなⅡ佳作賞 小菅 春海 平塚市漢字Ⅰ

小竹 陽雲 川崎市漢字Ⅰ 児玉 江陵 大和市近代詩

後藤 翆月 横浜市漢字Ⅰ 後藤 壮錦 相模原市漢字Ⅰ

此島 謙芳 横浜市漢字Ⅱ 小林 克鳳 横浜市近代詩

小林 伸葉 横浜市漢字Ⅰ 小林 千幸 小田原市近代詩佳作賞
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小林 徳子 横浜市かなⅡ 小林 徳恵 横須賀市かなⅡ秀作賞

小林 美峰 横浜市かなⅡ 小林 美紀世 鎌倉市かなⅡ

小林 蓉風 平塚市かなⅠ 小巻 春韻 平塚市漢字Ⅱ

小山 萌楓 藤沢市かなⅡ 近藤 玲子 葉山町漢字Ⅱ秀作賞

西條 秀靖 横須賀市漢字Ⅱ 濟田 江浦 横浜市篆　刻

齊藤 映華 横浜市漢字Ⅱ 斎藤 寿香 藤沢市漢字Ⅰ

斎藤 照子 横浜市近代詩 坂井 靜光 川崎市かなⅡ

坂神 深陽 鎌倉市漢字Ⅱ佳作賞 坂野 ミヨ 相模原市かなⅡ佳作賞

櫻井 春艸 相模原市漢字Ⅰ 佐々木 敬雪 川崎市漢字Ⅰ

佐々木 浄春 横浜市近代詩 佐々木 潮泉 横浜市近代詩

佐々木 肇龍 川崎市漢字Ⅱ佳作賞 佐々木 久枝 川崎市近代詩

佐々木 ヒサ子 川崎市大　字 棧敷 瑞泉 横浜市かなⅡ

佐藤 希雲 横浜市かなⅡ毎日賞 佐藤 響苑 綾瀬市漢字Ⅰ

佐藤 紫彩 横浜市近代詩 佐藤 祥一 小田原市大　字

佐藤 連山 相模原市近代詩 里中 梅徑 秦野市かなⅡ

里見 峰雲 横浜市漢字Ⅱ 佐保田 雅子 川崎市大　字

澤口 紫翠 横浜市近代詩 澤口 麗峰 横浜市近代詩

塩島 秋葉 藤沢市前　衛 塩谷 英風 横浜市近代詩

茂山 松筑 横浜市かなⅡ 志澤 若雲 二宮町漢字Ⅰ

宍倉 春光 横須賀市かなⅡ佳作賞 雫石 照香 平塚市かなⅡ

篠崎 恒子 相模原市大　字 篠崎 北流 横浜市近代詩佳作賞

篠原 盛錦 相模原市漢字Ⅰ 志波 恵風 寒川町かなⅠ秀作賞

司波 竹舟 横浜市漢字Ⅱ 柴崎 春桂 綾瀬市近代詩佳作賞

柴田 雪苑 大和市漢字Ⅰ 柴田 李笙 厚木市漢字Ⅰ毎日賞

芝原 晴美 横浜市かなⅠ 柴本 華雪 相模原市近代詩

島田 玲花 逗子市漢字Ⅰ 嶋野 雅風 寒川町かなⅠ

島本 秀代 横浜市かなⅡ 清水 桂泉 大井町漢字Ⅱ佳作賞

志村 香竹 小田原市前　衛 下元 原祁 伊勢原市漢字Ⅱ

白数 恭彩 横浜市かなⅡ 城崎 清麗 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

新海 三千子 海老名市漢字Ⅱ 真明 康 横浜市前　衛

菅井 穂谷 鎌倉市漢字Ⅰ 菅原 茂 平塚市前　衛

杉浦 清子 横浜市漢字Ⅱ 杉浦 初子 川崎市かなⅡ

杉浦 右花 鎌倉市漢字Ⅰ 杉本 敏珠 秦野市かなⅡ

杉山 明輝 横浜市かなⅠ 杉山 恵美子 横浜市近代詩

杉山 静悦 厚木市刻　字 鈴木 きえ子 川崎市大　字

鈴木 圭 横須賀市近代詩 鈴木 桂峰 横浜市漢字Ⅱ

鈴木 篁春 横浜市かなⅡ 鈴木 珠玉 横浜市かなⅡ

鈴木 静華 横浜市近代詩 鈴木 青秀 大和市漢字Ⅰ

鈴木 多喜子 横浜市近代詩 鈴木 玉恵 横浜市近代詩

鈴木 信子 鎌倉市かなⅡ 鈴木 芳溪 川崎市漢字Ⅰ

鈴木 明堂 藤沢市かなⅡ 鈴木 蓉葩 大磯町かなⅠ

鈴木 和静 横浜市近代詩 須藤 黄楓 藤沢市かなⅡ

須永 正子 横浜市近代詩 須谷 佳子 横浜市近代詩佳作賞

諏訪 和城 横浜市漢字Ⅱ 関 美智子 横浜市大　字

関口 秋麗 川崎市かなⅡ 関口 美苔 横浜市漢字Ⅰ

関野 深秋 横浜市漢字Ⅱ毎日賞 関野 佳子 藤沢市漢字Ⅱ

千賀 香竹 横浜市漢字Ⅱ秀作賞 仙田 孝子 川崎市かなⅡ

相馬 澄月 相模原市近代詩 園屋 径草 横浜市かなⅡ秀作賞

代田 梅凰 小田原市漢字Ⅱ 高木 香葉 横浜市漢字Ⅰ

高木 昌子 藤沢市近代詩 高久 美穂 横浜市かなⅡ

高田 麗子 相模原市かなⅡ 高堂 桂春 川崎市漢字Ⅱ秀作賞

高野 幽恵 鎌倉市漢字Ⅰ 高野 俶子 横浜市大　字

高橋 彰子 平塚市前　衛佳作賞 高橋 英潮 相模原市漢字Ⅰ
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高橋 玉眸 横浜市かなⅡ佳作賞 高橋 啓州 相模原市漢字Ⅰ秀作賞

高橋 光雲 相模原市漢字Ⅰ 高橋 芝苑 横浜市大　字

高橋 清堂 厚木市前　衛 高橋 真理子 横浜市近代詩

高浜 静観 横浜市漢字Ⅱ 高村 敬貴 横浜市かなⅡ毎日賞

高本 ツギ子 相模原市かなⅡ 高本 直子 横浜市かなⅡ

高山 明彩 横浜市かなⅡ 瀧川 梨鶯 川崎市漢字Ⅱ佳作賞

竹市 千里子 湯河原町前　衛 武内 公静 藤沢市漢字Ⅰ秀作賞

竹内 雨 横浜市大　字 竹内 栖涼 鎌倉市漢字Ⅰ

竹本 夢渓 横浜市漢字Ⅱ 田代 寿美 横須賀市大　字

楯岡 直庵 逗子市篆　刻 田中 華泉 横浜市近代詩

田中 華堂 横浜市近代詩 田中 晶悦 横浜市かなⅠ

田中 琳涼 川崎市かなⅡ佳作賞 丹野 蒼洲 横須賀市漢字Ⅰ

千葉 芳州 海老名市漢字Ⅱ 千葉 悠玄 川崎市漢字Ⅰ

塚原 朴魁 川崎市漢字Ⅱ 塚本 竹霞 横浜市かなⅠ

土子 楚竹 横浜市篆　刻佳作賞 土舘 暁雨 寒川町かなⅠ

土谷 玉泉 藤沢市篆　刻 土屋 翠蘭 川崎市漢字Ⅰ

堤 友里恵 横浜市かなⅡ 堤 蘭翠 南足柄市漢字Ⅰ

常森 恵子 横浜市かなⅠ 坪田 宋悦 開成町漢字Ⅱ

鶴岡 慎舟 横浜市漢字Ⅰ秀作賞 寺師 友代 川崎市大　字

東 未乾 横浜市漢字Ⅰ 栂野 翠萠 横浜市かなⅡ

土岐 萠錦 横浜市かなⅡ 徳永 紫薫 横浜市漢字Ⅰ

徳原 玉萩 相模原市漢字Ⅱ秀作賞 兎澤 羊舟 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

鳥羽 静江 平塚市大　字 富田 雅石 横浜市漢字Ⅰ秀作賞

冨山 雪谿 横浜市近代詩 豊田 紫英 横浜市かなⅠ

直井 光鵞 横浜市漢字Ⅱ 中居 静香 横浜市漢字Ⅰ

中川 麗洲 横浜市かなⅡ 中澤 光 横浜市近代詩

長澤 公雅 藤沢市漢字Ⅰ 長沢 照子 横浜市かなⅡ

中嶋 珠芳 秦野市かなⅡ 中島 翠玲 横浜市漢字Ⅰ

中島 隆 藤沢市漢字Ⅱ佳作賞 長嶋 完治 横浜市かなⅠ

中園 聿玉 横浜市かなⅡ 仲田 美咲紀 相模原市漢字Ⅰ

永田 白雲 大井町前　衛 中谷 紫園 横浜市近代詩

長塚 竹扇 横浜市かなⅠ 中務 安紀 横浜市近代詩佳作賞

長沼 玲子 川崎市かなⅡ 永野 武司 横浜市近代詩

中原 芙貴 横浜市近代詩 中村 清園 藤沢市漢字Ⅱ佳作賞

中村 霽澄 横浜市かなⅡ毎日賞 中村 白 川崎市大　字

中村 芳潤 横浜市漢字Ⅱ 中山 愛泉 相模原市漢字Ⅰ佳作賞

中山 壽香 相模原市漢字Ⅰ佳作賞 中山 政子 横浜市近代詩

中山 蘭恵 川崎市大　字 奈良 静桜 座間市漢字Ⅰ毎日賞

成田 静渕 藤沢市かなⅡ 新納 けい子 相模原市かなⅡ

西方 皎綏 横浜市漢字Ⅰ 西川 玉園 横浜市漢字Ⅱ

西川 春岬 川崎市漢字Ⅱ 西川 千鶴子 横浜市かなⅡ

西木 梅子 茅ヶ崎市かなⅠ 西塚 新蓉 横浜市かなⅡ

西村 洋子 横浜市かなⅡ 西山 渓泉 横浜市かなⅡ

西山 秀嶺 相模原市近代詩 新川 墨芳 横浜市漢字Ⅰ

新田 桃花 横浜市近代詩 二宮 盛 平塚市漢字Ⅱ秀作賞

沼田 栄芳 厚木市漢字Ⅱ 根本 翠春 横浜市漢字Ⅰ

野口 小蘭 川崎市漢字Ⅰ 野田 華拙 横浜市近代詩

野溝 雪湖 横浜市漢字Ⅱ秀作賞 野村 北斗 横浜市漢字Ⅱ

野村 美里 横浜市漢字Ⅱ 袴田 清泉 横浜市近代詩

橋本 紫柳 横浜市漢字Ⅰ秀作賞 長谷川 玉耀 横浜市近代詩

長谷川 清邦 鎌倉市かなⅡ 長谷川 清陽 横浜市漢字Ⅰ

長谷川 三重子 横須賀市篆　刻 畠山 京香 相模原市漢字Ⅰ

波多野 圭春 横浜市漢字Ⅰ佳作賞 服部 翠華 相模原市大　字
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服部 柳翠 横浜市大　字 羽鳥 翔山 川崎市かなⅠ

馬場内 錦香 川崎市漢字Ⅰ 濱田 洋翠 横浜市漢字Ⅱ

濱野 麗茱 川崎市漢字Ⅱ秀作賞 林 優枝 横浜市大　字

原 公子 相模原市近代詩 原 禎園 相模原市漢字Ⅰ

原 美玲 相模原市漢字Ⅱ 原口 玄州 茅ヶ崎市篆　刻

原山 胡芳 相模原市漢字Ⅱ 半杭 大城 横浜市漢字Ⅰ

樋口 蕙生 川崎市かなⅡ 樋口 瞳姚 葉山町漢字Ⅰ

菱田 右紫 鎌倉市漢字Ⅱ佳作賞 日吉 青溟 湯河原町漢字Ⅱ秀作賞

平井 美穂 相模原市近代詩 平出 節子 海老名市近代詩

平尾 笛舟 川崎市漢字Ⅱ 平田 艸花 横浜市近代詩

平野 紀琉 相模原市漢字Ⅰ 平間 秀慧 川崎市近代詩

昼間 伯亭 横浜市近代詩 廣瀬 心洋 横浜市漢字Ⅰ秀作賞

廣野 遊華 横浜市かなⅡ 深見 萌彩 横浜市漢字Ⅰ秀作賞

福井 紀子 相模原市大　字 福嶋 涯峰 横浜市近代詩

福島 芳幸 横浜市かなⅡ 福田 英香 横浜市大　字秀作賞

福山 昌子 川崎市かなⅡ 袋 真穂 横浜市かなⅡ

藤井 彩苑 大和市漢字Ⅰ 藤井 芝石 伊勢原市近代詩

藤井 芙佐子 横浜市かなⅡ 藤倉 汀雪 横浜市漢字Ⅰ

藤田 櫻月 川崎市前　衛 武士田 勝雲 鎌倉市近代詩

藤野 美翠 横浜市近代詩秀作賞 藤本 祐子 川崎市大　字

藤原 龍舟 横浜市漢字Ⅰ 二見 郁香 二宮町漢字Ⅰ

二見 秋桜 平塚市前　衛 府中 菁園 鎌倉市かなⅡ

古川 紫泉 横須賀市漢字Ⅰ 古屋 玉華 横須賀市漢字Ⅰ

古山 草雲 平塚市漢字Ⅰ 北條 加奈子 藤沢市かなⅡ

堀田 岳風 平塚市漢字Ⅱ 堀井 正代 横浜市近代詩

堀内 春笈 川崎市かなⅡ 堀内 星鮮 藤沢市漢字Ⅱ

本多 春媛 横浜市近代詩 本田 湘仙 相模原市かなⅡ

本多 孝子 海老名市かなⅡ 前川 弥生 藤沢市漢字Ⅱ

真壁 顧緑 鎌倉市かなⅡ 牧 弘道 横浜市大　字

増井 直治 横浜市漢字Ⅱ佳作賞 増木 萌寿 鎌倉市漢字Ⅰ

増田 雅枝 横浜市かなⅡ 松江 翠扇 川崎市かなⅠ

松下 幸子 川崎市大　字 松田 玄 大磯町かなⅡ秀作賞

松原 静香 横浜市かなⅡ 松村 京子 横浜市近代詩

松村 東洲 横浜市漢字Ⅰ 松本 渓水 川崎市漢字Ⅱ佳作賞

丸山 勝代 横浜市漢字Ⅰ 丸山 順子 横浜市かなⅡ

三浦 看山 三浦市漢字Ⅰ 三浦 美子 川崎市かなⅡ

三川 春江 横須賀市かなⅡ佳作賞 三樹 壮麗 相模原市漢字Ⅰ

水島 珠香 横浜市漢字Ⅰ 水谷 晶節 茅ヶ崎市近代詩

水野 雨 横浜市漢字Ⅱ 溝畑 香扇 海老名市かなⅡ

満井 慶雪 厚木市漢字Ⅰ 光田 翠苑 川崎市漢字Ⅱ

峰澤 京子 川崎市かなⅡ毎日賞 宮崎 芳玉 横浜市近代詩

宮崎 洋流 厚木市かなⅡ秀作賞 宮田 静鏡 横浜市かなⅡ

宮代 和桑 横浜市かなⅡ 宮地 良子 横浜市かなⅡ

宮村 美代子 横浜市前　衛 三輪 芙美 横浜市近代詩

向井 美佐子 横浜市篆　刻 向田 玲子 横浜市近代詩

村田 京子 鎌倉市篆　刻 村西 雅子 川崎市かなⅡ

村松 頂雪 川崎市近代詩 毛利 昭子 座間市漢字Ⅱ

茂木 瑞南 横須賀市漢字Ⅰ 本川 清泉 藤沢市漢字Ⅱ

森田 皋月 茅ヶ崎市漢字Ⅱ 森田 靖雄 横浜市刻　字

森廣 青寿 川崎市かなⅡ毎日賞 谷亀 煌琳 横浜市かなⅡ

八木 梢葉 厚木市前　衛 柳下 秋玲 小田原市前　衛

谷田貝 香絢 海老名市漢字Ⅰ 柳 白蓮 横浜市近代詩秀作賞

柳瀬 優江 相模原市漢字Ⅰ 箭原 暢風 相模原市漢字Ⅰ
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矢原 雅代 逗子市かなⅡ 山川 龍碩 横浜市漢字Ⅰ

山岸 青城 横浜市かなⅡ 山口 春翠 横浜市漢字Ⅱ

山口 歳子 海老名市漢字Ⅰ佳作賞 山口 洪子 横須賀市かなⅠ

山口 陽水 横浜市漢字Ⅱ 山崎 知子 横浜市大　字

山下 喜久枝 川崎市大　字 山下 燦真 横浜市漢字Ⅱ

山田 明子 横浜市かなⅡ 山田 華映 伊勢原市漢字Ⅰ

山田 光穂 相模原市漢字Ⅰ 山田 説子 相模原市近代詩

山田 琳雪 横浜市かなⅡ 山中 玉翠 海老名市かなⅡ

山中 双苑 横浜市かなⅡ 山中 崚 横浜市漢字Ⅱ

山本 清子 大磯町近代詩 山本 優香 横浜市かなⅡ

横井 純楓 横浜市かなⅡ 横澤 香潤 横浜市漢字Ⅱ

横田 和彦 座間市篆　刻 吉岡 清川 相模原市漢字Ⅰ

吉川 典子 横浜市大　字 吉田 禾秋 横浜市かなⅡ

吉田 喜美子 横浜市漢字Ⅱ 好田 丘邨 横浜市篆　刻佳作賞

吉田 恵苑 藤沢市漢字Ⅰ 吉田 桂秋 逗子市漢字Ⅰ

吉田 溪那 川崎市かなⅡ 吉田 翠綾 小田原市近代詩

吉田 青粋 横浜市かなⅡ 吉田 智園 寒川町かなⅠ

吉田 美雪 川崎市漢字Ⅰ 吉成 慶雅 横浜市かなⅡ佳作賞

依田 常翔 平塚市近代詩 米山 霞香 大和市近代詩

若尾 静湖 相模原市漢字Ⅱ佳作賞 我妻 霄聲 相模原市漢字Ⅰ

和田 杏実 横浜市大　字 和田 止水 横須賀市近代詩

和田 象星 横浜市漢字Ⅰ 和田 久子 相模原市かなⅠ

渡邉 幸琴 川崎市かなⅡ 渡辺 鴻舟 横浜市漢字Ⅰ

渡辺 春圭 川崎市かなⅡ
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