
小圷 幽霞 こあくつ ゆうか 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小池 礼凌 こいけ あやり 東07 東 京 一科漢字部 入選

小池 東祥 こいけ とうしょう 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小池 二美 こいけ ふみ 国66 愛 知 一科詩文書部 入選

小池 美由紀 こいけ みゆき 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小石原 英湖 こいしはら えいこ 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小泉 章子 こいずみ あきこ 国66 東 京 一科漢字部 入選

小泉 健好 こいずみ けんこう 国44 東 京 一科漢字部 秀逸

小泉 虹彩 こいずみ こうさい 東07 東 京 一科漢字部 入選

小泉 智美 こいずみ さとみ 国47 東 京 一科かな部 秀逸

小泉 春庭 こいずみ しゅんてい 国15 埼 玉 二科審査会員

小泉 照仙 こいずみ しょうせん 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小泉 唯奈 こいずみ ゆいな 東26 東 京 二科漢字部 入選

古市 沁響 こいち しんきょう 国44 千 葉 一科漢字部 秀逸

小出 美樹子 こいで みきこ 国66 神奈川 一科かな部 入選

濃沼 千佳子 こいぬま ちかこ 国66 神奈川 一科詩文書部 入選

小岩 香雪 こいわ こうせつ 国15 神奈川 二科審査会員

郷 晶磬 ごう しょうけい 国65 福 島 一科詩文書部 入選

小宇佐 久美 こうさ くみ 国16 愛 知 二科審査会員

上坂 宣堂 こうさか せんどう 国28 大 阪 審査会員

上坂 千春 こうさか ちはる 国66 富 山 一科漢字部 入選

甲州 睦海 こうしゅう むつみ 東26 千 葉 二科漢字部 入選

古宇田 美祢子 こうた みねこ 国67 東 京 一科詩文書部 入選

甲田 光雪 こうだ こうせつ 国16 富 山 二科審査会員

幸田 翠溪 こうだ すいけい 国16 大 阪 二科審査会員

幸田 清尚 こうだ せいしょう 国67 徳 島 一科詩文書部 入選

合田 柳奏 ごうだ りゅうそう 東07 東 京 一科漢字部 入選

合田 凜咲 ごうだ りんさ 東16 北海道 二科詩文書部 二科賞

甲谷 千樹 こうたに せんじゅ 国44 愛 知 一科詩文書部 秀逸

河内 栄子 こうち えいこ 国16 北海道 二科審査会員
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甲地 清山 こうち せいざん 国05 北海道 一科審査会員

高地 富美子 こうち ふみこ 国28 埼 玉 審査会員

河内 真理子 こうち まりこ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

河野 藍香 こうの あいか 東16 埼 玉 二科漢字部 二科賞

甲野 玄嶺 こうの げんれい 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

河野 松翠 こうの しょうすい 国16 千 葉 二科審査会員

河野 茜袖 こうの せんしゅう 国28 大 分 審査会員

高野瀬 紀子 こうのせ のりこ 東07 東 京 一科詩文書部 入選

古賀 友隆 こが ともたか 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

古賀 麻沙代 こが まさよ 東26 東 京 二科詩文書部 入選

五賀 由輝 ごが ゆき 国67 神奈川 一科詩文書部 入選

小金井 彩流 こがねい さいりゅう 国38 埼 玉 審査会員

古賀野 五耀 こがの ごよう 国67 東 京 一科詩文書部 入選

小粥 靖子 こがゆ やすこ 国67 静 岡 一科詩文書部 入選

古川 照春 こがわ しょうしゅん 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

古川 芳庭 こがわ ほうてい 国67 青 森 一科詩文書部 入選

國分 一悠 こくぶ いちゆう 国67 東 京 一科漢字部 入選

国府田 陽華 こくふだ ようか 国28 茨 城 審査会員

國分 清雅 こくぶん せいが 東07 新 潟 一科漢字部 入選

國分 智子 こくぶん ともこ 東26 神奈川 二科漢字部 入選

小暮 秀子 こぐれ ひでこ 国28 埼 玉 審査会員

小坂 光杏 こさか こうきょう 国21 東 京 一科漢字部 特選

小坂 美玖 こさか みく 国67 富 山 一科漢字部 入選

小笹 悦宏 こささ よしひろ 東26 千 葉 二科漢字部 入選

小澤 圭子 こざわ けいこ 国28 富 山 審査会員

小路口 睦子 こじぐち むつこ 東26 東 京 二科漢字部 入選

越田 畦風 こしだ けいふう 国05 千 葉 一科審査会員

越野 珠星 こしの しゅせい 国67 北海道 一科詩文書部 入選

腰原 佳恵 こしはら よしえ 国28 千 葉 審査会員

児島 貴艶 こじま きえん 国38 福 島 審査会員
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小島 湖山 こじま こざん 国44 愛 知 一科詩文書部 秀逸

小島 祥樹 こじま しょうじゅ 東26 東 京 二科詩文書部 入選

小嶋 真海 こじま しんかい 国16 愛 知 二科審査会員

小島 真象 こじま しんしょう 国28 兵 庫 審査会員

小島 静芳 こじま せいほう 国67 群 馬 一科詩文書部 入選

小嶋 千翠 こじま せんすい 国28 愛 知 審査会員

小嶋 史子 こじま ひさこ 国67 埼 玉 一科詩文書部 入選

小島 ゆき子 こじま ゆきこ 東26 東 京 二科詩文書部 入選

小嶋 亮堂 こじま りょうどう 東26 埼 玉 二科漢字部 入選

小島 玲嵩 こじま れいこう 東20 埼 玉 二科詩文書部 準二科賞

小嶋 嶺蘭 こじま れいらん 国44 埼 玉 一科漢字部 秀逸

小清水 琢人 こしみず たくと 国67 北海道 一科詩文書部 入選

小杉 峰廣 こすぎ みねひろ 国16 富 山 二科審査会員

小菅 紅雪 こすげ こうせつ 国44 福 島 一科詩文書部 秀逸

後関 寛道 ごせき かんどう 国44 神奈川 一科篆刻部 入選

小園 之雪 こぞの しせつ 東07 埼 玉 一科詩文書部 入選

小平 章代 こだいら あきよ 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

小竹 脩葉 こたけ しゅうよう 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

小竹 芝青 こだけ しせい 国28 富 山 審査会員

児玉 永祥 こだま えいしょう 国44 徳 島 一科詩文書部 秀逸

小玉 瑰太 こだま かいた 国16 北海道 二科審査会員

小玉 花菜 こだま かな 東16 北海道 二科かな部 二科賞

児玉 江陵 こだま こうりょう 国28 神奈川 審査会員

児玉 壽雲 こだま じゅうん 国16 千 葉 二科審査会員

児玉 蒼丘 こだま そうきゅう 国44 北海道 一科詩文書部 秀逸

児玉 凜音 こだま りおん 東16 大 分 二科漢字部 二科賞

古長 春琴 こちょう しゅんきん 国67 大 分 一科詩文書部 入選

後藤 晶子 ごとう あきこ 国67 神奈川 一科漢字部 入選

後藤 亜耶 ごとう あやこ 東20 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

後藤 鶴心 ごとう かくしん 国16 大 分 二科審査会員
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後藤 啓太 ごとう けいた 国06 愛 知 一科審査会員

後藤 煌雪 ごとう こうせつ 国67 愛 知 一科詩文書部 入選

後藤 清華 ごとう せいか 国67 愛 知 一科詩文書部 入選

後藤 石鼎 ごとう せきてい 国01 千 葉 一科審査会員

後藤 泰三郎 ごとう たいざぶろう 東07 新 潟 一科漢字部 入選

後藤 汀華 ごとう ていか 国16 愛 知 二科審査会員

後藤 智子 ごとう ともこ 東20 神奈川 二科漢字部 準二科賞

後藤 浩美 ごとう ひろみ 国16 千 葉 二科審査会員

後藤 愛唯 ごとう めい 東16 北海道 二科詩文書部 二科賞

後藤 愛唯 ごとう めい 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

五嶋 淑湖 ごとう よしこ 東07 埼 玉 一科漢字部 入選

後藤 伶茉 ごとう れま 国44 北海道 一科詩文書部 秀逸

小西 岳 こにし がく 国67 千 葉 一科漢字部 入選

小西 恭雪 こにし きょうせつ 東26 神奈川 二科詩文書部 入選

小西 静芳 こにし せいほう 国67 愛 知 一科漢字部 入選

小西 斗虹 こにし とこう 国01 香 川 一科審査会員

小西 摩利子 こにし まりこ 国16 北海道 二科審査会員

小西 玲華 こにし れいか 国67 京 都 一科詩文書部 入選

此島 謙芳 このしま けんほう 国38 神奈川 審査会員

木幡 良子 こはた りょうこ 国66 埼 玉 一科詩文書部 入選

小早川 里香 こばやかわ りこう 国67 香 川 一科詩文書部 入選

小林 郁子 こばやし いくこ 東07 千 葉 一科詩文書部 入選

小林 永青 こばやし えいせい 国21 千 葉 一科詩文書部 特選

小林 悦子 こばやし えつこ 国21 北海道 一科かな部 創玄会賞

小林 歌雲 こばやし かうん 国44 東 京 一科詩文書部 秀逸

小林 一洋 こばやし かずひろ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

小林 晞雪 こばやし きせつ 国44 神奈川 一科詩文書部 秀逸

小林 穹人 こばやし きゅうじん 国67 長 野 一科詩文書部 入選

小林 玖三子 こばやし くみこ 国44 神奈川 一科詩文書部 秀逸

小林 啓祥 こばやし けいしょう 国67 静 岡 一科漢字部 入選
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小林 恵風 こばやし けいふう 国28 愛 知 審査会員

小林 克鳳 こばやし こうほう 国29 神奈川 審査会員

小林 彩湖 こばやし さいこ 国67 長 野 一科漢字部 入選

小林 史青 こばやし しせい 国38 神奈川 審査会員

小林 春流 こばやし しゅんりゅう 国01 埼 玉 評議員

小林 尚葉 こばやし しょうよう 国38 静 岡 審査会員

小林 瑞苑 こばやし ずいえん 国67 愛 知 一科詩文書部 入選

小林 翠輝 こばやし すいき 国29 北海道 審査会員

小林 水鳳 こばやし すいほう 東26 神奈川 二科詩文書部 入選

小林 瑞鳳 こばやし ずいほう 国29 埼 玉 審査会員

小林 崇鳳 こばやし すうほう 国44 東 京 一科詩文書部 秀逸

小林 青華 こばやし せいか 国67 愛 知 一科詩文書部 入選

小林 清翆 こばやし せいすい 東20 神奈川 二科漢字部 準二科賞

小林 青楓 こばやし せいふう 国67 東 京 一科漢字部 入選

小林 素月 こばやし そげつ 国67 福 島 一科詩文書部 入選

小林 千香子 こばやし ちかこ 東26 東 京 二科漢字部 入選

小林 冬華 こばやし とうか 国29 東 京 審査会員

小林 瞳紅 こばやし とうこう 国67 京 都 一科詩文書部 入選

小林 菜々子 こばやし ななこ 東20 埼 玉 二科詩文書部 準二科賞

小林 治子 こばやし はるこ 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

小林 萬鯉 こばやし ばんり 国06 広 島 一科審査会員

小林 仁美 こばやし ひとみ 東20 栃 木 二科漢字部 準二科賞

小林 美樹 こばやし みき 国67 大 阪 一科漢字部 入選

小林 美鈴 こばやし みすず 国67 埼 玉 一科詩文書部 入選

小林 光枝 こばやし みつえ 東26 東 京 二科漢字部 入選

小林 融之 こばやし ゆうし 国01 北海道 理事

小林 融之 こばやし ゆうし 東01 北海道 理事

小林 優斗 こばやし ゆうと 東16 神奈川 二科漢字部 二科賞

小林 由華 こばやし ゆか 国67 岡 山 一科詩文書部 入選

小林 由佳 こばやし ゆか 東16 兵 庫 二科詩文書部 二科賞
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小林 幸子 こばやし ゆきこ 国67 東 京 一科漢字部 入選

小林 庸子 こばやし ようこ 国01 栃 木 二科審査会員

小林 洋泉 こばやし ようせん 国67 群 馬 一科詩文書部 入選

小林 令鶴 こばやし れいかく 東07 東 京 一科漢字部 入選

小林 玲泉 こばやし れいせん 東08 神奈川 一科詩文書部 入選

小原 千恵 こはら ちえ 東08 東 京 一科詩文書部 入選

木引 青秀 こびき せいしゅう 国68 大 阪 一科漢字部 入選

小堀 月 こぼり しょうげつ 国38 東 京 審査会員

駒形 秀仙 こまがた しゅうせん 国01 埼 玉 二科審査会員 理事長賞

駒形 千里 こまがた ちさと 東26 東 京 二科漢字部 入選

駒形 真実 こまがた まみ 国44 東 京 一科篆刻部 入選

小松 薫子 こまつ かおるこ 国68 北海道 一科詩文書部 入選

小松 志峰 こまつ しほう 国44 東 京 一科かな部 秀逸

小松 美恵 こまつ みえ 国68 神奈川 一科漢字部 入選

小松 靖子 こまつ やすこ 国68 北海道 一科かな部 入選

駒月 煌玉 こまつき こうぎょく 国68 京 都 一科詩文書部 入選

小松崎 楓景 こまつざき ふうけい 国38 東 京 審査会員

小松澤 玉波 こまつざわ ぎょくは 国44 千 葉 一科漢字部 秀逸

駒場 似奈 こまば にな 東20 栃 木 二科詩文書部 準二科賞

小万 悠希 こまん ゆうき 国44 東 京 一科詩文書部 秀逸

五味 香苑 ごみ こうえん 東26 千 葉 二科漢字部 入選

小峯 遊華 こみね ゆうか 東08 東 京 一科漢字部 入選

小宮 珠苑 こみや しゅえん 国16 千 葉 二科審査会員

古宮 俊城 こみや しゅんじょう 国44 東 京 一科漢字部 秀逸

小宮 聴真 こみや ちょうしん 国06 千 葉 一科審査会員

小宮 茉莉 こみや まり 国44 東 京 一科漢字部 秀逸

小宮 有舜 こみや ゆうしゅん 国16 東 京 二科審査会員

小村 佳将 こむら かしょう 国68 広 島 一科詩文書部 入選

小村 恵歌 こむら けいか 東08 東 京 一科詩文書部 入選

小室 桃柯 こむろ とうか 東16 愛 知 二科詩文書部 二科賞
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小森 颯蘭 こもり さら 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

小森 稔 こもり みのる 国68 新 潟 一科漢字部 入選

古屋 石泉 こや せきせん 国68 大 分 一科詩文書部 入選

小谷田 廣志 こやた ひろし 東26 東 京 二科詩文書部 入選

小柳 季仙 こやなぎ きせん 国38 東 京 審査会員

小柳 琴心 こやなぎ きんしん 国38 東 京 審査会員

小柳 豊喜 こやなぎ ほうき 国44 大 阪 一科漢字部 秀逸

小谷野 晴美 こやの はるみ 国44 栃 木 一科篆刻部 入選

小山 泉 こやま いづみ 東26 埼 玉 二科漢字部 入選

小山 花萩 こやま かしゅう 東08 東 京 一科漢字部 入選

小山 銀河 こやま ぎんが 東08 東 京 一科詩文書部 入選

小山 渓雪 こやま けいせつ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

小山 春薫 こやま しゅんくん 東08 東 京 一科詩文書部 入選

小山 松麗 こやま しょうれい 国68 静 岡 一科詩文書部 入選

小山 千香 こやま ちか 国68 北海道 一科詩文書部 入選

小山 典湖 こやま のりこ 国21 埼 玉 一科漢字部 特選

小山 美苑 こやま びえん 国44 北海道 一科漢字部 秀逸

小山 昌代 こやま まさよ 東08 神奈川 一科漢字部 入選

小山 康子 こやま やすこ 東08 神奈川 一科漢字部 入選

是枝 朱霞 これえだ しゅか 国29 東 京 審査会員

古和田 敬雪 こわだ けいせつ 国29 東 京 審査会員

古和田 香風 こわだ こうふう 国21 東 京 一科漢字部 特選

近 春宵 こん しゅんしょう 国16 新 潟 二科審査会員

今 登仙 こん とうせん 国21 北海道 一科漢字部 特選

今 和希子 こん わきこ 国06 東 京 一科審査会員

近藤 麻美 こんどう あさみ 東26 東 京 二科漢字部 入選

近藤 暁子 こんどう きょうこ 国44 愛 知 一科詩文書部 秀逸

紺藤 桂泉 こんどう けいせん 国16 埼 玉 二科審査会員

近藤 春湖 こんどう しゅんこ 国02 埼 玉 名誉会員

近藤 心響 こんどう しんきょう 国29 埼 玉 審査会員
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近藤 澄恵 こんどう すみえ 東26 埼 玉 二科漢字部 入選

近藤 青蔦 こんどう せいちょう 東26 埼 玉 二科詩文書部 入選

近藤 敬 こんどう たけし 国68 新 潟 一科漢字部 入選

近藤 多満子 こんどう たまこ 東26 千 葉 二科漢字部 入選

近藤 千恵子 こんどう ちえこ 国44 東 京 一科詩文書部 秀逸

近藤 北濤 こんどう ほくとう 国01 東 京 理事

近藤 北濤 こんどう ほくとう 東01 東 京 理事

近藤 萬里 こんどう まり 国16 埼 玉 二科審査会員

近藤 求 こんどう もとむ 国44 埼 玉 一科漢字部 秀逸

今野 恵子 こんの けいこ 東26 埼 玉 二科漢字部 入選

今野 幸次 こんの こうじ 東16 栃 木 二科詩文書部 二科賞

金野 珠風 こんの しゅふう 東08 埼 玉 一科漢字部 入選

今野 冲岳 こんの ちゅうがく 国06 北海道 一科審査会員

紺野 緋扇 こんの ひせん 国44 千 葉 一科漢字部 秀逸

昆野 楓汰 こんの ふうた 東21 千 葉 二科漢字部 準二科賞

今野 美生 こんの みき 国68 北海道 一科詩文書部 入選
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