
日置 蒼美 ひおき そうみ 国34 愛 知 審査会員

東 靖宏 ひがし やすひろ 東11 埼 玉 一科漢字部 入選

東 柳泉 ひがし りゅうせん 東12 熊 本 一科詩文書部 入選

東方 澄邦 ひがしかた ちょうほう 国39 北海道 審査会員

東方 鳳山 ひがしかた ほうざん 国19 北海道 二科審査会員

東川 知子 ひがしかわ ともこ 国82 東 京 一科漢字部 入選

東田 柏鳳 ひがしだ はくほう 国82 奈 良 一科漢字部 入選

東峯 貴美 ひがしみね きみ 東29 神奈川 二科詩文書部 入選

東谷 美子 ひがしや よしこ 国48 北海道 一科かな部 秀逸

東山 蘭西 ひがしやま らんす 国34 大 分 審査会員

樋口 海香 ひぐち かいこう 国82 大 分 一科詩文書部 入選

樋口 孤峰 ひぐち こほう 東12 山 梨 一科漢字部 入選

樋口 友雪 ひぐち ゆうせつ 東12 東 京 一科詩文書部 入選

樋口 了 ひぐち りょうあん 国01 福 岡 二科審査会員

日暮 邦子 ひぐらし くにこ 国82 東 京 一科漢字部 入選

日暮 豊翠 ひぐらし ほうすい 国82 北海道 一科詩文書部 入選

肥後 黄娥 ひご こうが 国34 青 森 審査会員

彦坂 房代 ひこさか ふさよ 東18 愛 知 二科詩文書部 二科賞

久谷 章苑 ひさたに しょうえん 東17 福 岡 二科詩文書部 二科賞

菱沼 未蘭 ひしぬま みらん 東12 埼 玉 一科漢字部 入選

比田井 梓響 ひだい しきょう 国48 東 京 一科詩文書部 秀逸

日高 柳子 ひだか りゅうこ 国82 佐 賀 一科詩文書部 入選

秀嶋 佳子 ひでしま よしこ 国82 大 分 一科詩文書部 入選

尾藤 徹 びとう とおる 国82 東 京 一科漢字部 入選

日名子 春響 ひなご しゅんきょう 国82 大 分 一科詩文書部 入選

日南田 清風 ひなた せいふう 国49 富 山 二科篆刻部 準二科賞

日向 伯周 ひなた はくしゅう 国10 東 京 一科審査会員

日野 鶯華 ひの おうか 国49 岩 手 一科詩文書部 秀逸

日野 光芳 ひの こうほう 国82 愛 知 一科詩文書部 入選

日野 美佐 ひの みさ 東18 徳 島 二科詩文書部 二科賞
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響 花遊 ひびき かゆう 国49 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

日村 亜紀 ひむら あき 東30 栃 木 二科漢字部 入選

日村 隆子 ひむら りゅうこ 国02 青 森 審査会員 準大賞

姫野 華萃 ひめの かすい 国82 富 山 一科詩文書部 入選

姫野 春華 ひめの しゅんか 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

日向 魁石 ひゅうが かいせき 東18 富 山 二科漢字部 二科賞

兵動 早菜 ひょうどう さきな 東22 東 京 二科詩文書部 準二科賞

兵藤 泰明 ひょうどう たいめい 東12 群 馬 一科漢字部 入選

兵頭 白慧 ひょうどう はっけい 国08 福 岡 一科審査会員

日吉 青溟 ひよし せいめい 東12 神奈川 一科漢字部 入選

平井 綾子 ひらい あやこ 東12 埼 玉 一科漢字部 入選

平井 華泉 ひらい かせん 国49 愛 知 一科詩文書部 秀逸

平井 春静 ひらい しゅんせい 国34 静 岡 審査会員

平井 清谿 ひらい せいけい 東30 神奈川 二科漢字部 入選

平井 澄瑩 ひらい ちょうえい 国49 神奈川 一科詩文書部 秀逸

平井 朋華 ひらい ともか 国45 富 山 一科篆刻部 入選

平岩 美風 ひらいわ びふう 国19 愛 知 二科審査会員

平岡 幽琴 ひらおか ゆうきん 国34 徳 島 審査会員

平川 明美 ひらかわ あけみ 国82 神奈川 一科かな部 入選

平川 彩日 ひらかわ あやか 東12 静 岡 一科詩文書部 入選

平川 桂春 ひらかわ けいしゅん 国34 東 京 審査会員

平川 碧 ひらかわ へきあん 国48 佐 賀 二科篆刻部 二科賞

平川 美白 ひらかわ みはく 東12 東 京 一科詩文書部 入選

平川 好美 ひらかわ よしみ 国82 大 分 一科かな部 入選

平木 翠蕾 ひらき すいらい 国82 北海道 一科詩文書部 入選

平窪 朋子 ひらくぼ ともこ 国82 東 京 一科漢字部 入選

平子 竹嶺 ひらこ ちくれい 東12 千 葉 一科漢字部 入選

平子 久美 ひらこ ひさみ 国82 埼 玉 一科詩文書部 入選

平澤 賢司 ひらさわ けんじ 国82 東 京 一科漢字部 入選

平嶋 雅代 ひらしま まさよ 東22 千 葉 二科詩文書部 準二科賞
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平瀬 佳世 ひらせ かよ 国49 北海道 一科漢字部 秀逸

平瀬 まみ ひらせ まみ 東22 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

平田 恵莉 ひらた えり 東30 神奈川 二科漢字部 入選

平田 希凰 ひらた きおう 東30 東 京 二科漢字部 入選

平田 江輝 ひらた こうき 東12 静 岡 一科漢字部 入選

平田 純子 ひらた じゅんこ 国21 北海道 一科詩文書部 毎日賞

平田 春蓉 ひらた しゅんよう 国21 福 岡 一科詩文書部 毎日賞

平田 珠子 ひらた たまこ 東30 東 京 二科漢字部 入選

平田 鳥閑 ひらた ちょうかん 国01 北海道 名誉会員

平田 尚也 ひらた なおや 国49 東 京 一科漢字部 秀逸

平田 游希 ひらた ゆうき 国82 静 岡 一科詩文書部 入選

平田 優美 ひらた ゆみ 国49 愛 知 一科漢字部 秀逸

平田 龍雪 ひらた りゅうせつ 国82 神奈川 一科詩文書部 入選

平塚 理蕙 ひらつか りえ 国82 埼 玉 一科漢字部 入選

平野 英崖 ひらの えいがい 東11 埼 玉 一科漢字部 入選

平野 加代子 ひらの かよこ 国45 神奈川 一科篆刻部 入選

平野 玉恵 ひらの たまえ 国82 東 京 一科かな部 入選

平野 桐邑 ひらの とうゆう 国82 栃 木 一科詩文書部 入選

平野 俊夫 ひらの としお 国82 埼 玉 一科詩文書部 入選

平野 正行 ひらの まさゆき 国82 大 阪 一科漢字部 入選

平野 明窕 ひらの めいちょう 東30 東 京 二科詩文書部 入選

平野 由華 ひらの ゆうか 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

平林 玉裳 ひらばやし ぎょくしょう 東12 東 京 一科かな部 入選

平間 周 ひらま しゅう 東18 北海道 二科漢字部 二科賞

平松 豊華 ひらまつ ほうか 国82 大 分 一科詩文書部 入選

平本 啓恭 ひらもと けいすけ 国49 愛 知 一科詩文書部 秀逸

平山 華蓮 ひらやま かれん 東30 東 京 二科漢字部 入選

平山 春笙 ひらやま しゅんしょう 国34 大 分 審査会員

昼間 伯亭 ひるま はくてい 国82 神奈川 一科詩文書部 入選

廣井 茂雄 ひろい しげお 東30 神奈川 二科漢字部 入選
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廣兼 寿美 ひろかね ますみ 国82 東 京 一科漢字部 入選

廣崎 順香 ひろさき じゅんか 国82 東 京 一科詩文書部 入選

廣澤 凌舟 ひろさわ りょうしゅう 国09 愛 知 一科審査会員

広瀬 和彦 ひろせ かずひこ 国82 東 京 一科漢字部 入選

広瀬 橋畔 ひろせ きょうはん 東30 埼 玉 二科漢字部 入選

廣瀬 邦恵 ひろせ くにえ 東30 東 京 二科漢字部 入選

広瀬 光子 ひろせ みつこ 国82 東 京 一科かな部 入選

広瀨 美代 ひろせ みよ 国82 北海道 一科詩文書部 入選

広瀬 洋子 ひろせ ようこ 東12 栃 木 一科かな部 入選

広瀬 玲子 ひろせ れいこ 国82 東 京 一科詩文書部 入選

廣田 裕美 ひろた ひろみ 国82 大 阪 一科漢字部 入選

廣田 真弓 ひろた まゆみ 国19 東 京 二科審査会員

廣田 弥宵 ひろた みしょう 国21 東 京 一科漢字部 特選

廣田 莉乃 ひろた りの 東18 広 島 二科詩文書部 二科賞

弘津 弥栄 ひろつ やえ 国45 広 島 一科篆刻部 入選

廣中 翠玲 ひろなか すいれい 国39 東 京 審査会員
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