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秋田 智子 新潟市かなⅡ 朝倉 茂 新潟市篆　刻

足立 桂園 新潟市漢字Ⅰ 阿野 玲華 新潟市漢字Ⅰ

池田 佳久 長岡市漢字Ⅰ 石井 彩恵 胎内市漢字Ⅱ

石塚 瑞雨 上越市漢字Ⅰ佳作賞 石本 青紗 五泉市漢字Ⅰ

泉 静雨 新潟市漢字Ⅰ 和泉 素舟 五泉市漢字Ⅰ

伊藤 春峰 新潟市篆　刻 伊藤 小橋 新潟市漢字Ⅰ毎日賞

今井 香苑 長岡市漢字Ⅰ 今井 智子 三条市漢字Ⅰ

岩佐 子穂 新発田市漢字Ⅰ 岩田 佳香 新潟市漢字Ⅱ

内山 園祥 三条市かなⅠ佳作賞 梅田 清園 新潟市漢字Ⅰ

大久保 圭子 見附市漢字Ⅰ佳作賞 大塩 星雨 長岡市漢字Ⅰ

大場 好子 新潟市漢字Ⅰ 大橋 湖山 長岡市漢字Ⅰ

大桃 美沙緒 長岡市漢字Ⅰ 奥田 仙嘉 新潟市漢字Ⅰ

小柳 徳栄 田上町篆　刻 恩田 蒼雲 阿賀野市漢字Ⅰ

金井 桃径 新潟市漢字Ⅰ 金子 水楓 加茂市漢字Ⅰ

金子 青珠 五泉市漢字Ⅰ 河内 敦子 加茂市漢字Ⅰ

川端 光子 長岡市漢字Ⅰ 河村 宗紗 見附市漢字Ⅰ

菊田 竹子 阿賀野市漢字Ⅰ佳作賞 菊池 敏子 長岡市篆　刻

杵鞭 蓬春 新潟市漢字Ⅰ 木伏 閑石 新潟市漢字Ⅰ

木村 竹舟 長岡市漢字Ⅰ 熊木 翠泉 佐渡市漢字Ⅰ佳作賞

熊木 晴岳 佐渡市漢字Ⅰ 桑山 戯魚 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

國分 清雅 新発田市漢字Ⅰ 小林 惺苑 新潟市漢字Ⅰ

小林 桐花 新潟市漢字Ⅰ 小林 文瑶 三条市漢字Ⅰ

五味川 立子 糸魚川市漢字Ⅱ佳作賞 近藤 水碧 加茂市漢字Ⅰ

近藤 由紀子 三条市漢字Ⅰ 近藤 嵐光 新潟市漢字Ⅰ秀作賞

斎藤 香玉 三条市漢字Ⅰ 坂井 柳泉 新潟市漢字Ⅰ

坂上 司泉 五泉市漢字Ⅰ 佐藤 雅風 新潟市漢字Ⅰ

佐藤 史堂 佐渡市漢字Ⅰ 佐藤 舟霞 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

佐藤 序風 新潟市漢字Ⅰ 佐藤 法子 三条市漢字Ⅱ

佐藤 瑠華 新潟市近代詩 澤田 蘭水 新潟市漢字Ⅰ

三林 紅雲 新潟市漢字Ⅰ 渋谷 香華 長岡市漢字Ⅰ佳作賞

島垣 佳春 新潟市漢字Ⅱ 島田 峰月 十日町市漢字Ⅰ

島津 美恵 長岡市漢字Ⅰ 島村 秀岳 南魚沼市大　字

白石 翠葉 新潟市漢字Ⅰ 菅井 慶城 阿賀野市漢字Ⅰ

杉本 真泉 燕市漢字Ⅰ 鈴木 一葦 新発田市漢字Ⅰ

鈴木 青香 五泉市漢字Ⅰ 鈴木 芳 新潟市漢字Ⅰ

須田 華舟 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 関 登美 魚沼市漢字Ⅰ

関川 司晶 三条市近代詩 袖山 小岑 新潟市漢字Ⅰ

高野 道忍 小千谷市漢字Ⅰ 高橋 華洲 新発田市漢字Ⅰ

高橋 俊子 長岡市漢字Ⅰ 高柳 洲泉 見附市漢字Ⅰ佳作賞

田川 天峰 新潟市漢字Ⅰ 竹内 霍山 燕市漢字Ⅰ

竹田 雪洞 上越市大　字 田村 権風 長岡市漢字Ⅰ

土田 江帆 新潟市漢字Ⅰ 鶴巻 起峰 新潟市漢字Ⅰ

鶴巻 子婉 加茂市漢字Ⅰ 豊島 峰雲 新潟市大　字

内藤 海嶺 佐渡市篆　刻 永井 貴美 長岡市漢字Ⅰ

永井 紫仙 新潟市漢字Ⅱ 中川 貞堂 佐渡市漢字Ⅰ

長澤 千恵 長岡市漢字Ⅰ 長瀬 静香 上越市漢字Ⅱ

中村 和江 長岡市漢字Ⅰ 中村 秀月 新潟市漢字Ⅰ秀作賞

中山 晴嵐 村上市近代詩 行田 柳雪 新潟市漢字Ⅰ

根岸 寿恵 長岡市漢字Ⅰ 野本 楽山 新潟市漢字Ⅰ秀作賞

灰野 紅舟 新潟市漢字Ⅱ 羽賀 文子 新潟市漢字Ⅰ

長谷川 春跡 新潟市漢字Ⅰ 波多 青龍 五泉市漢字Ⅰ

原澤 無啼 南魚沼市大　字 廣川 和 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

藤崎 雪麗 三条市かなⅡ佳作賞 藤田 南龍 新潟市漢字Ⅰ
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藤本 桂石 柏崎市漢字Ⅱ 藤本 小雪 上越市漢字Ⅱ

布施 玉茜 新潟市漢字Ⅰ秀作賞 船山 春洸 新潟市漢字Ⅰ秀作賞

古川 暁海 妙高市漢字Ⅰ 古山 和風 新発田市漢字Ⅱ

穂苅 春蕗 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 保坂 昭浦 上越市漢字Ⅰ

星 心月 新潟市漢字Ⅰ 星野 香彩 長岡市漢字Ⅰ佳作賞

本間 芳鶴 佐渡市漢字Ⅰ 松井 毬之 新潟市漢字Ⅰ

松川 雪華 新発田市漢字Ⅰ 松橋 恵雲 妙高市漢字Ⅱ

松本 翠蘭 新潟市漢字Ⅰ 丸山 静泉 三条市漢字Ⅰ佳作賞

水野 洋子 長岡市漢字Ⅰ 源川 岱石 長岡市篆　刻

宮沢 嶺彩 十日町市漢字Ⅰ秀作賞 村山 優子 長岡市漢字Ⅰ

八木 千明 長岡市漢字Ⅰ 谷内田 真理子 長岡市漢字Ⅰ

山口 美泉 五泉市漢字Ⅰ 山崎 光子 長岡市漢字Ⅰ

山田 和美 小千谷市漢字Ⅰ 山本 悟堂 新潟市漢字Ⅰ

米沢 静山 新潟市漢字Ⅱ 和田 恵秀 長岡市漢字Ⅰ

和田 芳山 南魚沼市大　字佳作賞 渡邊 溪山 長岡市近代詩

渡辺 春虹 新潟市漢字Ⅰ 鰐淵 美世子 長岡市漢字Ⅰ
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