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會田 幸雄 川越市かなⅡ 相原 蘭蕙 川口市漢字Ⅱ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 さいたま市漢字Ⅱ 赤嶋 光楸 春日部市かなⅡ

秋谷 照浦 所沢市漢字Ⅰ秀作賞 吾郷 静潭 東松山市大　字毎日賞

浅沼 久美子 三郷市かなⅡ佳作賞 阿部 晴浦 川口市かなⅡ

新井 瑛雪 入間市漢字Ⅰ 新井 圭園 川口市漢字Ⅱ

新井 桂流 川越市漢字Ⅱ 荒井 澄芳 所沢市かなⅡ

荒木 光曄 川口市漢字Ⅰ 荒田 悦子 所沢市大　字

荒畑 珠流 川越市漢字Ⅱ 有山 翔鶴 ふじみ野市漢字Ⅰ

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秀作賞 飯野 耕雲 蓮田市漢字Ⅱ

飯野 柳 さいたま市漢字Ⅰ 井草 英歌 入間市かなⅠ

池沢 春水 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞 石井 晴祥 川口市かなⅡ

石井 竹嶺 所沢市大　字 石井 美保 さいたま市近代詩

石川 司瑶 飯能市かなⅠ秀作賞 石川 昌香 さいたま市漢字Ⅰ

石崎 香敬 三郷市漢字Ⅰ 石崎 司瀞 横瀬町かなⅠ

石田 玉蕙 戸田市かなⅡ 石田 菁風 坂戸市漢字Ⅰ

石野 景湖 ふじみ野市漢字Ⅱ 泉 聴春 さいたま市漢字Ⅰ

井田 美奈 所沢市漢字Ⅰ 伊藤 高閑 狭山市大　字

伊東 昂湖 ふじみ野市漢字Ⅱ 伊藤 紫扇 草加市漢字Ⅰ秀作賞

伊藤 晴鳶 草加市かなⅡ 伊藤 綾葩 富士見市かなⅠ

稲村 曄湖 川越市漢字Ⅱ毎日賞 井上 渓雲 川口市かなⅡ

井上 翠葉 さいたま市漢字Ⅰ 今泉 青蘭 さいたま市漢字Ⅰ

岩上 郁子 本庄市前　衛 岩崎 鐵牛 桶川市近代詩

岩田 映洞 上尾市篆　刻 岩本 みさ子 川越市かなⅡ

印田 素鶴 幸手市漢字Ⅰ 上田 晴賀 川口市かなⅡ

上野 孔龍 蓮田市漢字Ⅰ 上原 祥渓 嵐山町漢字Ⅰ

上村 翠雪 さいたま市漢字Ⅰ 内海 翠巌 富士見市大　字

内川 正晨 杉戸町漢字Ⅱ 内田 彩舟 越谷市漢字Ⅰ佳作賞

鵜木 道子 春日部市漢字Ⅱ 海野 杏徑 川口市漢字Ⅰ

海野 蒼秀 川口市漢字Ⅰ 梅沢 美芳 さいたま市かなⅡ

楳沢 綾泉 川口市漢字Ⅰ 梅原 和敬 春日部市漢字Ⅱ佳作賞

江沢 恵泉 川口市漢字Ⅰ 越前谷 蘭水 さいたま市大　字

榎本 浩月 戸田市漢字Ⅱ 榎本 美知子 北本市近代詩佳作賞

遠藤 司謙 上尾市かなⅠ 遠藤 智恵子 加須市大　字

大池 照陽 上尾市漢字Ⅰ 大川 翠山 さいたま市大　字

大澤 秋蘭 さいたま市かなⅠ 大沢 秋嶺 吉川市漢字Ⅰ

大島 崇湖 川越市漢字Ⅱ 大島 蓉 さいたま市漢字Ⅰ秀作賞

大須賀 華苑 さいたま市かなⅡ 太田 雪影 入間市大　字

大谷 司清 草加市近代詩 大多和 佳葉 三芳町漢字Ⅰ秀作賞

大多和 秀明 三芳町漢字Ⅱ 大塚 澄心 春日部市漢字Ⅰ

大槻 扇花 入間市漢字Ⅱ 大樋 清泉 伊奈町漢字Ⅰ

大西 清春 上尾市漢字Ⅰ秀作賞 大沼 子前 新座市漢字Ⅰ

大野 牛歩 熊谷市大　字 大野 梗月 さいたま市かなⅡ

大羽 順子 さいたま市漢字Ⅱ 大林 梢恵 さいたま市漢字Ⅱ

大村 静蘭 ふじみ野市漢字Ⅰ 大室 秋美 上尾市漢字Ⅰ

大山 春葉 さいたま市大　字毎日賞 岡 翠風 本庄市漢字Ⅰ

岡 芳湖 ふじみ野市漢字Ⅰ 岡戸 葩山 加須市漢字Ⅰ

岡野 華苑 狭山市漢字Ⅰ毎日賞 岡部 照芳 川口市かなⅠ

岡邑 清竹 志木市漢字Ⅰ 岡本 甲石 川口市大　字

岡本 聖子 加須市近代詩 小川 恵楓 久喜市かなⅡ佳作賞

小川 呑海 ときがわ町大　字 沖 素宮 幸手市漢字Ⅰ
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沖 桃舟 飯能市漢字Ⅰ 奥井 幸子 狭山市近代詩秀作賞

奥ノ木 勇峰 川口市近代詩 小坂部 祐鶴 所沢市漢字Ⅱ

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秀作賞 落合 啓華 熊谷市漢字Ⅰ

小野寺 瓊舟 三芳町かなⅠ 尾畑 水鶴 行田市漢字Ⅰ

香川 翠瑛 東松山市近代詩 柿谷 響可 行田市漢字Ⅰ

柿本 節子 さいたま市漢字Ⅱ 笠井 光子 春日部市近代詩佳作賞

柏木 春玲 鶴ヶ島市漢字Ⅱ 柏俣 耕風 坂戸市漢字Ⅱ

片山 李楓 さいたま市漢字Ⅰ 加藤 彩雲 飯能市漢字Ⅰ

加藤 竹苑 春日部市かなⅡ 加藤 白萌 さいたま市漢字Ⅰ

金井塚 瑞園 さいたま市漢字Ⅰ 加庭 鵞明 加須市漢字Ⅰ

金子 玉佳 蕨市漢字Ⅱ 金子 萠雲 川口市かなⅡ

金子 義哉 鶴ヶ島市篆　刻 神作 亜由美 富士見市大　字

上嶋 清苑 川口市漢字Ⅰ 上妻 聖園 上尾市漢字Ⅰ佳作賞

川浦 瓊湖 川越市漢字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

川田 清三郎 熊谷市大　字 川村 花邦 鶴ヶ島市漢字Ⅰ

神田 光風 川口市近代詩 菊地 峰泉 さいたま市漢字Ⅰ

木須田 彩翠 さいたま市漢字Ⅰ 北川 伯雅 さいたま市漢字Ⅱ

北澤 登茂 越谷市漢字Ⅱ 橘川 昭世 所沢市かなⅡ

木下 翠苑 吉川市近代詩 木村 京湖 鶴ヶ島市漢字Ⅰ

木村 孝三郎 草加市かなⅡ 清宮 貴泉 さいたま市漢字Ⅰ

國嶋 春枝 吉見町近代詩佳作賞 久保島 一芽 さいたま市漢字Ⅰ

桑嶋 水蓉 上尾市漢字Ⅰ毎日賞 小石原 英湖 ふじみ野市漢字Ⅰ佳作賞

小泉 美翔 久喜市かなⅡ佳作賞 小泉 瑶伸 ふじみ野市漢字Ⅰ佳作賞

肥沼 英華 所沢市大　字 河野 清芳 さいたま市漢字Ⅰ

神山 一紀 所沢市かなⅡ 小金井 彩流 鶴ヶ島市漢字Ⅱ

後上 菁華 幸手市漢字Ⅰ秀作賞 古川 照春 上尾市漢字Ⅰ

小久保 洋秀 飯能市近代詩 小暮 松湖 ふじみ野市漢字Ⅰ

小嶋 史子 春日部市近代詩 後藤 荷扇 さいたま市漢字Ⅰ

小林 花舟 志木市かなⅡ 小林 鷲嶽 春日部市漢字Ⅱ

駒形 政子 所沢市大　字 小峯 雅扇 川口市かなⅡ

小峰 茜雲 戸田市漢字Ⅰ 近藤 恵沙 さいたま市かなⅠ

近藤 香照 鴻巣市漢字Ⅰ 近藤 春香 入間市大　字

近藤 求 川越市漢字Ⅱ 柴 小華 上尾市篆　刻秀作賞

齋藤 英媛 加須市近代詩 斉藤 勝子 川越市漢字Ⅰ

斎藤 勝子 川口市かなⅡ秀作賞 齋藤 廣遥 加須市漢字Ⅱ

斎藤 千苑 毛呂山町大　字秀作賞 斎藤 白雲 川越市かなⅡ

坂井 哲錚 杉戸町漢字Ⅰ 榊 善徳 さいたま市漢字Ⅱ

佐々木 光華 草加市漢字Ⅰ秀作賞 佐藤 玉峯 川口市かなⅠ

佐藤 蕙和 越谷市かなⅡ 佐藤 初香 伊奈町近代詩

佐藤 誠抱 さいたま市近代詩 佐藤 美蕉 越谷市漢字Ⅱ秀作賞

佐藤 光子 坂戸市かなⅡ 品川 佳苑 戸田市近代詩佳作賞

篠田 祐子 さいたま市かなⅡ 篠原 雪翠 上尾市漢字Ⅰ

柴田 北鴦 所沢市漢字Ⅱ 柴山 洋香 さいたま市漢字Ⅱ

渋谷 絹子 所沢市かなⅡ佳作賞 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 島谷 爽苑 深谷市漢字Ⅰ

清水 娃石 入間市漢字Ⅰ秀作賞 清水 雅堂 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞

清水 景嶂 新座市漢字Ⅰ 清水 景芳 所沢市かなⅡ

下出 佳風 川越市かなⅡ 下村 悦子 入間市かなⅡ

白土 寛子 久喜市かなⅠ 神宮 黄楊 深谷市近代詩

新藤 佳昂 熊谷市漢字Ⅰ 神保 直子 富士見市漢字Ⅱ
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須賀 萩雲 川口市かなⅡ 菅原 司秀 久喜市かなⅠ

杉野 聖山 寄居町漢字Ⅰ 杉山 枝苑 加須市近代詩

鈴木 鵞翔 加須市漢字Ⅰ 鈴木 桂泉 所沢市大　字

鈴木 翠龍 戸田市漢字Ⅱ 鈴木 栖鳥 志木市近代詩

鈴木 泉風 さいたま市漢字Ⅰ 鈴木 蘭嘉 ふじみ野市漢字Ⅰ

鈴木 麗浦 さいたま市漢字Ⅰ 須藤 香翠 さいたま市漢字Ⅰ

須永 廣翠 加須市漢字Ⅰ 住吉 房子 坂戸市近代詩

清治 豊石 川越市漢字Ⅰ 瀬賀 和馨 宮代町近代詩

関 晶泉 所沢市大　字 関根 松舟 川口市かなⅠ佳作賞

千名 煌風 朝霞市近代詩 高草木 美峰 鳩山町かなⅡ佳作賞

高田 香雨 深谷市漢字Ⅰ 高野 静水 さいたま市漢字Ⅰ

高橋 朝子 宮代町漢字Ⅱ佳作賞 高橋 三郎 川口市近代詩

高橋 春逕 宮代町大　字 高橋 瑞紅 川越市漢字Ⅰ

高橋 東光 さいたま市漢字Ⅰ 高橋 紘子 川口市近代詩

高橋 光子 さいたま市かなⅡ 高橋 瑶華 川越市漢字Ⅱ

高橋 子 越谷市近代詩 高橋 嶺泉 鶴ヶ島市漢字Ⅰ佳作賞

田川 北戀 鳩山町漢字Ⅰ 滝沢 帛霞 入間市近代詩毎日賞

田口 籌子 日高市かなⅡ 田口 香苑 飯能市漢字Ⅱ

田島 希勝 川口市漢字Ⅱ 立澤 琇翠 吉川市漢字Ⅰ

立澤 藍翠 吉川市漢字Ⅰ 伊達崎 麗湖 川越市漢字Ⅰ

田中 君江 川口市漢字Ⅱ 田中 香祥 飯能市漢字Ⅱ

田中 彩雨 さいたま市大　字 田中 子享 飯能市漢字Ⅰ

田中 秀歌 朝霞市近代詩佳作賞 田中 須美子 越谷市漢字Ⅱ秀作賞

田中 晴菖 川口市かなⅡ 田中 惺寳 ふじみ野市近代詩

田中 汀朝 北本市近代詩佳作賞 田中 信明 上尾市篆　刻

田辺 鵞舟 加須市漢字Ⅰ 谷口 萌蘭 ふじみ野市漢字Ⅰ秀作賞

田部井 彩香 深谷市大　字 珠田 尚美 草加市かなⅡ

田村 華秋 川越市かなⅡ 田村 祥子 さいたま市漢字Ⅱ

田森 喜八郎 ふじみ野市漢字Ⅱ 千葉 賢堂 本庄市漢字Ⅰ

地村 昌子 蓮田市漢字Ⅱ 長野 秀華 飯能市刻　字

塚越 翠畝 深谷市漢字Ⅰ 築山 柴秋 上尾市漢字Ⅰ佳作賞

津田 光穂 和光市近代詩 津田 嶺雲 桶川市漢字Ⅰ

土屋 玉総 ときがわ町かなⅡ 土屋 恒葉 和光市かなⅡ

遠山 令子 所沢市かなⅡ 外川 静古 北本市漢字Ⅰ

土橋 礼苑 さいたま市かなⅡ毎日賞 冨岡 多美 越谷市漢字Ⅰ

冨田 博石 さいたま市大　字 友弘 美峰 さいたま市漢字Ⅰ

外谷 花泉 さいたま市近代詩 外山 翠光 久喜市漢字Ⅰ

頓所 芳梢 草加市かなⅠ 内藤 さつき 朝霞市近代詩

永井 虹雲 川口市かなⅡ佳作賞 永井 静軒 川島町漢字Ⅰ

永井 峰徳 さいたま市漢字Ⅰ 永尾 翠泉 さいたま市かなⅡ

中塩 朝光 さいたま市漢字Ⅱ 中嶋 恵華 新座市近代詩

中島 司祥 朝霞市かなⅠ 中条 紗影 新座市近代詩

中塚 恵雲 川口市かなⅡ 中塚 恵月 川口市近代詩

中野渡 司順 さいたま市近代詩 中濱 瑞花 三芳町漢字Ⅰ

中林 麗舟 川口市漢字Ⅱ 中村 岳萩 毛呂山町漢字Ⅰ

中村 素真 幸手市漢字Ⅰ 中村 美苑 本庄市漢字Ⅰ佳作賞

南雲 子美 川口市漢字Ⅰ 名倉 美秋 川口市漢字Ⅰ

名倉 蓮音 春日部市漢字Ⅰ 西沢 華星 川口市漢字Ⅰ

西角井 香春 さいたま市漢字Ⅰ 西原 桂玉 富士見市大　字

西本 由美子 富士見市漢字Ⅰ佳作賞 二宮 琴浄 深谷市近代詩

貫井 敏子 所沢市大　字 根岸 鵞游 加須市漢字Ⅰ

根岸 浄雪 さいたま市近代詩秀作賞 野川 稀星 さいたま市近代詩

野口 松瑤 熊谷市大　字 野田 翠篁 川島町漢字Ⅱ
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野中 静鵞 加須市漢字Ⅰ秀作賞 野村 晃山 熊谷市大　字

野村 瑛華 深谷市漢字Ⅰ 配島 崧高 さいたま市漢字Ⅰ佳作賞

生田 喜美子 朝霞市かなⅠ 萩原 美風 戸田市漢字Ⅰ

橋口 和晶 杉戸町かなⅡ 橋本 志水 さいたま市かなⅠ

橋本 秀慶 川口市漢字Ⅰ 橋本 玲雪 川島町大　字

蓮見 恵彩 川口市漢字Ⅰ 蓮見 梨舟 蓮田市刻　字

長谷川 華秀 鴻巣市漢字Ⅰ秀作賞 長谷川 玉水 坂戸市漢字Ⅱ

浜田 笙芳 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佳作賞 原 華瑛 坂戸市漢字Ⅱ

原 華光 さいたま市大　字 原田 昇雲 川口市漢字Ⅱ秀作賞

原田 茜湖 ふじみ野市漢字Ⅰ佳作賞 原田 千麗 さいたま市近代詩

春山 綾泉 久喜市かなⅡ 樋口 紅俊 さいたま市漢字Ⅰ

日比野 李庵 幸手市大　字 平岡 東澤 入間市漢字Ⅰ

平岡 玲篁 入間市漢字Ⅰ秀作賞 平田 幸邦 さいたま市近代詩秀作賞

平野 武子 春日部市かなⅡ秀作賞 福井 游園 さいたま市漢字Ⅰ

福島 溪萌 深谷市漢字Ⅰ 福田 秀桂 川口市漢字Ⅰ秀作賞

福永 紫葉 さいたま市漢字Ⅰ 福永 祥苑 深谷市漢字Ⅰ

藤田 たか子 草加市かなⅡ 藤谷 千夢 伊奈町漢字Ⅰ

藤宮 淑恵 新座市大　字佳作賞 藤村 昌子 草加市かなⅠ

藤村 正子 所沢市かなⅡ 藤本 司麗 新座市かなⅠ

藤原 清舟 蓮田市刻　字 藤原 宗玉 春日部市近代詩

藤原 三枝子 さいたま市かなⅡ 布施 光蔦 川口市漢字Ⅱ

二木 秀蔭 さいたま市漢字Ⅰ 二見 春虹 ふじみ野市かなⅡ

渕江 芳律 さいたま市かなⅡ 古谷 多賀子 狭山市かなⅡ

星 哉游 川口市漢字Ⅰ 星野 雪香 久喜市近代詩

星野 満也 さいたま市近代詩 堀 浩康 狭山市漢字Ⅰ

堀内 露舟 春日部市漢字Ⅰ 本澤 花輦 さいたま市漢字Ⅱ

前田 通委 狭山市かなⅡ 前田 木蘭 狭山市大　字

前田 暘春 さいたま市漢字Ⅱ秀作賞 正木 伊勢 越谷市漢字Ⅰ

増田 加代 熊谷市大　字 松浦 美秀 熊谷市漢字Ⅰ

松任 奈名枝 川越市かなⅡ 松村 節子 川越市近代詩

松村 邦敬 朝霞市かなⅡ 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

丸下 菖園 富士見市刻　字 三浦 恵美 さいたま市近代詩

三浦 沙静 所沢市大　字佳作賞 三浦 晁悦 狭山市かなⅠ

三木 梅渓 さいたま市漢字Ⅰ 三沢 綾子 春日部市近代詩

水原 紫雲 川口市かなⅡ 溝上 智敬 北本市漢字Ⅰ

光田 秀穂 入間市漢字Ⅰ 峰岸 翠月 戸田市漢字Ⅰ

三宅 照子 志木市かなⅡ 宮越 飛楊 東松山市漢字Ⅰ

宮澤 天玲 川越市漢字Ⅰ 村上 孤秋 上尾市漢字Ⅱ

村上 白静 春日部市かなⅡ 室井 汀翠 加須市漢字Ⅰ

持田 翠風 熊谷市大　字佳作賞 茂木 秋英 さいたま市漢字Ⅰ

本橋 華風 川口市漢字Ⅰ 本橋 裕敬 川口市かなⅡ

百井 華葉 さいたま市漢字Ⅰ 桃井 善子 幸手市かなⅡ

森 芳千 久喜市近代詩 守屋 健秀 川口市漢字Ⅰ毎日賞

森山 敬曄 三郷市近代詩 諸貫 玉宇 蕨市かなⅠ

矢壁 燎東 春日部市漢字Ⅱ佳作賞 矢上 アツ子 蓮田市かなⅡ佳作賞

野吾 清峰 桶川市近代詩 矢島 暎泉 加須市漢字Ⅰ

矢島 鵞泉 加須市漢字Ⅰ佳作賞 保田 愛子 三郷市近代詩

柳田 翠紅 川口市漢字Ⅰ 矢部 秋葉 志木市漢字Ⅰ

矢部 雪穂 さいたま市漢字Ⅰ 山岡 水蓉 さいたま市かなⅡ

山木 凌雲 白岡町漢字Ⅱ 山岸 秋珂 さいたま市漢字Ⅰ秀作賞

山口 翔鴎 川越市漢字Ⅰ 山口 勝楓 さいたま市かなⅠ
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東京展

山口 草香 朝霞市大　字 山崎 修 川越市大　字

山崎 和子 所沢市かなⅡ 山崎 桂華 川口市漢字Ⅰ佳作賞

山崎 香節 蓮田市漢字Ⅰ 山崎 彩雲 さいたま市漢字Ⅱ

山崎 紫芳 入間市かなⅠ佳作賞 山崎 朝聲 入間市大　字

山崎 隆光 久喜市かなⅠ 山下 玉水 蕨市漢字Ⅱ

山澄 智英 川口市大　字 山澄 真理 川口市大　字

山田 勝子 北本市かなⅡ秀作賞 山田 孝穂 さいたま市かなⅠ佳作賞

山村 爽翠 所沢市漢字Ⅰ秀作賞 山本 白蓉 戸田市漢字Ⅰ

横井 千萬 さいたま市前　衛 横川 真由美 春日部市漢字Ⅱ

横田 美代子 さいたま市近代詩 横塚 礼水 加須市かなⅡ

横山 蕙雨 朝霞市大　字 横山 白泰 鴻巣市漢字Ⅰ

横山 柳美 上尾市漢字Ⅰ 吉井 嘉湖 川越市漢字Ⅱ秀作賞

吉田 教子 所沢市大　字 吉田 祥城 熊谷市漢字Ⅰ

吉田 大峯 所沢市大　字 吉田 郁江 蕨市漢字Ⅱ佳作賞

吉田 美紀 志木市漢字Ⅱ 依田 祥道 熊谷市漢字Ⅰ

米津 溪雲 川口市漢字Ⅰ 頼 藍泉 さいたま市かなⅡ佳作賞

我妻 敬珠 東松山市漢字Ⅰ 若林 栄晶 杉戸町漢字Ⅰ

若林 抱花 越谷市かなⅡ佳作賞 若山 青湖 川越市漢字Ⅱ佳作賞

和田 黄鶴 鴻巣市漢字Ⅰ 渡辺 孝芳 富士見市かなⅡ

渡辺 昌苑 越谷市かなⅡ 渡辺 晴浦 さいたま市漢字Ⅰ
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