
[Ａ→国立新美術館、Ｂ→東京都美術館、Ｃ→会場の都合により非陳列] 
 

 

（1） 

 
 

二 科 入 賞 者 名 簿 
 

漢  字  部 

二 科 賞 

 相内  昂(北海道)Ｂ 赤坂 満帆(北海道)Ｂ 秋川 由実(北海道)Ｂ 雨宮 香祥(東 京)Ｂ 

 荒井 柳郷(東 京)Ｂ 荒木 光泉(東 京)Ｂ 安藤 小夏(大 分)Ｂ 家泉 瑛美(千 葉)Ｂ 

 石上 結愛(北海道)Ｂ 磯野 雅子(東 京)Ｂ 市橋 恵華(東 京)Ｂ 伊藤 紅祥(東 京)Ｂ 

 井上  舞(茨 城)Ｂ 今井由佳子(神奈川)Ｂ 宇津橋道子(東 京)Ｂ 鵜戸西神郷(東 京)Ｂ 

 宇波 聡凌(富 山)Ｂ 越後 鈴実(富 山)Ｂ 榎本 祥子(埼 玉)Ｂ 太田亜路葉(埼 玉)Ｂ 

 大塚理央奈(北海道)Ｂ 大友 美海(北海道)Ｂ 大野 詩織(兵 庫)Ｂ 大庭 純寧(北海道)Ｂ 

 大場 実佳(富 山)Ｂ 大宮美奈子(東 京)Ｂ 緒方愛吹芽(東 京)Ｂ 岡本 紫聖(兵 庫)Ｂ 

 沖藤 汐華(北海道)Ｂ 奥田 紗也(富 山)Ｂ 奥野 駿介(富 山)Ｂ 小熊 光恵(千 葉)Ｂ 

 小田島 彩(東 京)Ｂ 小野寺智美(京 都)Ｂ 柏谷 大樹(東 京)Ｂ 片桐 真陽(北海道)Ｂ 

 片山 葉那(愛 知)Ｂ 加藤 順子(北海道)Ｂ 加藤ひなの(北海道)Ｂ 金井喜久子(埼 玉)Ｂ 

 神谷 柚衣(北海道)Ｂ 川嶋 海穂(神奈川)Ｂ 上林美由紀(東 京)Ｂ 菊地 祥雪(栃 木)Ｂ 

 北出 桃菜(北海道)Ｂ 北村 紅緒(東 京)Ｂ 木村 思江(東 京)Ｂ 京谷 ノリ(新 潟)Ｂ 

 熊谷由美子(埼 玉)Ｂ 栗田 青樹(埼 玉)Ｂ 栗原 知穂(埼 玉)Ｂ 黒飛 花怜(東 京)Ｂ 

 合田 柳奏(東 京)Ｂ 古賀 友隆(埼 玉)Ｂ 小林佳菜子(埼 玉)Ｂ 小林 清翆(神奈川)Ｂ 

 小林 美鈴(埼 玉)Ｂ 小平 省吾(北海道)Ｂ 今田裕美子(東 京)Ｂ 昆野 楓汰(千 葉)Ｂ 

 崔  峯子(滋 賀)Ｂ 寒河江幸子(千 葉)Ｂ 坂口 和泉(岐 阜)Ｂ 坂口はる菜(京 都)Ｂ 

 坂本 晃子(東 京)Ｂ 坂本 友美(東 京)Ｂ 佐々木真由美(栃 木)Ｂ 佐藤 陽和(北海道)Ｂ 

 清水 章弘(栃 木)Ｂ 新川 朋実(富 山)Ｂ 鈴木千香子(愛 知)Ｂ 清野 栄子(山 形)Ｂ 

 関本 尚彦(富 山)Ｂ 高石 玲華(神奈川)Ｂ 高田 規子(埼 玉)Ｂ 高橋恵里奈(群 馬)Ｂ 

 高橋 春凛(新 潟)Ｂ 高橋 葉月(東 京)Ｂ 高部美紗子(千 葉)Ｂ 田澤 真衣(東 京)Ｂ 

 田中 里子(埼 玉)Ｂ 田中 嶺楓(千 葉)Ｂ 田村 篤夫(神奈川)Ｂ 力石美津子(神奈川)Ｂ 

 筒井 寛子(千 葉)Ｂ 坪井 若菜(北海道)Ｂ 手塚  迪(北海道)Ｂ 東海林留美(東 京)Ｂ 

 中山 怜美(埼 玉)Ｂ 成家 玉扇(埼 玉)Ｂ 西  秀璧(東 京)Ｂ 西井  優(愛 知)Ｂ 

 仁科 雅代(埼 玉)Ｂ 西野 道宏(北海道)Ｂ 西村 綺萌(岐 阜)Ｂ 西山 冠櫻(東 京)Ｂ 

 野替 太陽(富 山)Ｂ 芳賀 湊生(北海道)Ｂ 橋口 美紀(滋 賀)Ｂ 橋永 優依(京 都)Ｂ 

 橋本 歩実(北海道)Ｂ 長谷川煌蕾(北海道)Ｂ 服部 千明(東 京)Ｂ 濱野 翠渓(茨 城)Ｂ 

 早坂 佳奈(北海道)Ｂ 原  咲夢(富 山)Ｂ 原  翠美(群 馬)Ｂ 平川 彩日(静 岡)Ｂ 

 平子 久美(埼 玉)Ｂ 平嶋 雅代(千 葉)Ｂ 廣田 昌美(富 山)Ｂ 福井 櫻泉(東 京)Ｂ 

 福本 未空(京 都)Ｂ 藤井 真弓(愛 知)Ｂ 藤田 涼音(北海道)Ｂ 藤村 有美(東 京)Ｂ 

 前田 美響(東 京)Ｂ 正木 時雨(神奈川)Ｂ 町田 香象(埼 玉)Ｂ 松井美加子(東 京)Ｂ 

 松崎 恵子(茨 城)Ｂ 松永 佳扇(愛 知)Ｂ 松丸 康子(千 葉)Ｂ 松本 真歩(東 京)Ｂ 

 南端 真穂(埼 玉)Ｂ 宮岸 由貴(富 山)Ｂ 宮下 愛子(東 京)Ｂ 村上 巴美(北海道)Ｂ 

 村木 珠和(富 山)Ｂ 村瀬ひとみ(東 京)Ｂ 元井 希星(富 山)Ｂ 百日 華舟(北海道)Ｂ 

 門馬 公生(北海道)Ｂ 安本 尚暉(北海道)Ｂ 山崎 茜翔(神奈川)Ｂ 山下 翠圃(神奈川)Ｂ 

 山田 香織(東 京)Ｂ 山村智香子(神奈川)Ｂ 山本 周弥(愛 知)Ｂ 横野 沙英(北海道)Ｂ 

 芳井 亜衣(千 葉)Ｂ 吉住満帆子(東 京)Ｂ 吉武 佳水(東 京)Ｂ 吉成 冀祥(東 京)Ｂ 

 若菜 綾乃(埼 玉)Ｂ 和田 溪葉(岩 手)Ｂ 
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か  な  部 

二 科 賞 

 石井 敬子(東 京)Ｂ 小澤ふさ子(東 京)Ｂ 風間 真歩(埼 玉)Ｂ 岸  杉扇(岡 山)Ｂ 

 霜鳥 卯水(北海道)Ｂ 鈴木まり子(神奈川)Ｂ 関口奈緒乃(神奈川)Ｂ 中谷 桂水(福 岡)Ｂ 

 山仲くるみ(北海道)Ｂ 渡辺 啓子(東 京)Ｂ 

 

 

詩 文 書 部 

二 科 賞 

 阿部菜々美(北海道)Ｂ 新井 起鳳(埼 玉)Ｂ 安藤 秀苑(愛 知)Ｂ 池田 静玉(福 岡)Ｂ 

 池田 悠華(山 口)Ｂ 石井 信治(大 分)Ｂ 伊藤  梓(北海道)Ｂ 伊藤恵理子(愛 知)Ｂ 

 伊藤 紅祥(東 京)Ｂ 伊藤 白嶺(ＵＳＡ)Ｂ 伊藤 友香(北海道)Ｂ 岩瀬 神彩(静 岡)Ｂ 

 内山 七穂(愛 知)Ｂ 麻植 真理(大 阪)Ｂ 大谷 春陽(福 岡)Ｂ 岡野 菜月(北海道)Ｂ 

 小野 京園(京 都)Ｂ 小野 春陽(岩 手)Ｂ 小畑 美結(北海道)Ｂ 隠土 錦水(広 島)Ｂ 

 片桐 真陽(北海道)Ｂ 加藤ひなの(北海道)Ｂ 川上香奈美(北海道)Ｂ 上林美由紀(東 京)Ｂ 

 北川 心優(北海道)Ｂ 小池 二美(愛 知)Ｂ 小林 美鈴(埼 玉)Ｂ 崔  峯子(滋 賀)Ｂ 

 酒井 彩加(愛 知)Ｂ 櫻田ひより(北海道)Ｂ 佐々木 圭(岩 手)Ｂ 佐々木楸花(東 京)Ｂ 

 佐々木順沙(東 京)Ｂ 佐田 理子(福 岡)Ｂ 杉原 祥太(北海道)Ｂ 杉村 友香(三 重)Ｂ 

 杉山 貴子(神奈川)Ｂ 鈴木ひかり(北海道)Ｂ 鈴木 理紗(愛 知)Ｂ 隅田 玉枝(愛 知)Ｂ 

 但馬日菜子(岐 阜)Ｂ 田中 恵子(北海道)Ｂ 千葉 花楓(北海道)Ｂ 辻  髄龍(大 阪)Ｂ 

 辻裏 友視(三 重)Ｂ 豊嶋 康太(北海道)Ｂ 中野ひかる(愛 知)Ｂ 長野 彩奈(愛 知)Ｂ 

 中村 葵永(京 都)Ｂ 中村 緑雪(東 京)Ｂ 納冨 郁子(東 京)Ｂ 野口 茜華(東 京)Ｂ 

 野田 芳樹(愛 知)Ｂ 野村 貞美(愛 知)Ｂ 長谷川煌蕾(北海道)Ｂ 花田 紗彩(北海道)Ｂ 

 原田知津子(愛 知)Ｂ 半澤 美咲(北海道)Ｂ 久谷 章苑(福 岡)Ｂ 平本 啓恭(愛 知)Ｂ 

 堀田 明代(福 島)Ｂ 松田 隆司(愛 知)Ｂ 松原 洋子(東 京)Ｂ 松本 慶雲(東 京)Ｂ 

 松本 直子(東 京)Ｂ 松本 真歩(東 京)Ｂ 三浦 実穂(静 岡)Ｂ 水野 玉照(愛 知)Ｂ 

 水村 浩子(東 京)Ｂ 宮島 琴音(愛 知)Ｂ 村重 花梨(北海道)Ｂ 村本 裕香(神奈川)Ｂ 

 茂田 螢尊(北海道)Ｂ 森  曉雲(愛 知)Ｂ 山上 芳昭(東 京)Ｂ 山崎 蓮太(北海道)Ｂ 

 山下 翠圃(神奈川)Ｂ 山田 青霞(長 崎)Ｂ 百合草瑞舟(愛 知)Ｂ 横地 清子(愛 知)Ｂ 

 吉田 有沙(北海道)Ｂ 吉田 翔香(東 京)Ｂ 両德 実果(愛 知)Ｂ 
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漢  字  部 

準 二 科 賞 

 相川菜々子(栃 木)Ｂ 青木 泉帆(岐 阜)Ｃ 青木 道亨(栃 木)Ｂ 青木 美和(愛 知)Ｃ 

 青島美智子(静 岡)Ｂ 秋本 奈緒(北海道)Ｃ 明星 梨舟(東 京)Ｂ 浅野 明子(埼 玉)Ｂ 

 朝比奈真美(東 京)Ｂ 熱田 勝美(埼 玉)Ｂ 阿部 彩可(東 京)Ｂ 阿部  心(北海道)Ｃ 

 阿部友加里(青 森)Ｃ 阿部 由枝(北海道)Ｃ 荒井 颯斗(愛 知)Ｃ 荒見 素子(富 山)Ｃ 

 飯村 華邦(北海道)Ｃ 井浦 冬扇(千 葉)Ｂ 五十嵐幸代(北海道)Ｃ 井苅 暁峰(山 形)Ｃ 

 井口 文子(新 潟)Ｃ 池田 宇彗(兵 庫)Ｃ 池田 江月(山 形)Ｃ 石井 裕莉(東 京)Ｂ 

 石川 莉子(北海道)Ｃ 石田 溪月(千 葉)Ｂ 石田 靖子(東 京)Ｂ 石飛 綾子(東 京)Ｂ 

 石野 博道(東 京)Ｂ 石橋 竹径(東 京)Ｂ 伊藤由偉子(東 京)Ｂ 糸川 奈央(京 都)Ｃ 

 稲田 雅子(富 山)Ｃ 井上真樹子(北海道)Ｃ 射場 寛泉(北海道)Ｃ 今井 時恵(群 馬)Ｂ 

 今井 美香(大 阪)Ｃ 今井 竜飛(北海道)Ｃ 今西 衣織(京 都)Ｃ 岩瀬 和弘(千 葉)Ｂ 

 上原 桃流(埼 玉)Ｂ 内野 陽子(群 馬)Ｂ 梅津 涛波(山 形)Ｃ 衛藤 杏花(東 京)Ｂ 

 江橋 香南(東 京)Ｂ 大井喜久子(東 京)Ｂ 大貝万里子(愛 知)Ｃ 大久保知子(東 京)Ｂ 

 大澤 衣美(埼 玉)Ｂ 大塩 良輔(北海道)Ｃ 太田 貴流(埼 玉)Ｂ 大高 桜子(北海道)Ｃ 

 大槻 和奏(京 都)Ｃ 大洞 菜穂(東 京)Ｂ 大山 紫芳(愛 知)Ｃ 大和田翠雨(北海道)Ｃ 

 小笠原康湖(埼 玉)Ｂ 岡本 泰子(千 葉)Ｂ 小川 清美(神奈川)Ｂ 小川 扶季(東 京)Ｂ 

 荻野 世奈(北海道)Ｃ 奥村 恵蓮(神奈川)Ｂ 奥山ほのか(北海道)Ｃ 乙守 聡江(東 京)Ｂ 

 小野 貫道(大 分)Ｃ 小野 春陽(岩 手)Ｃ 小野 時命(北海道)Ｃ 筧  啓佑(愛 知)Ｃ 

 片山 章代(東 京)Ｂ 勝木 愛永(東 京)Ｂ 加藤 一陽(山 口)Ｃ 金森  功(岐 阜)Ｃ 

 金  桃夏(富 山)Ｃ 金子 容子(埼 玉)Ｂ 金田 梨沙(愛 知)Ｃ 上林 理乃(北海道)Ｃ 

 上村 ゆめ(北海道)Ｃ 亀谷 亜由(東 京)Ｂ 辛島 大嗣(大 分)Ｃ 川崎  昌(東 京)Ｂ 

 川島 和子(東 京)Ｂ 河原崎美幸(北海道)Ｃ 神崎  創(東 京)Ｂ 菊池 栞奈(大 分)Ｃ 

 掬月 智海(大 分)Ｃ 岸  最月(神奈川)Ｂ 貴島 祐玄(大 阪)Ｃ 北川 祥子(愛 知)Ｃ 

 城戸由美子(埼 玉)Ｂ 木野 大樹(愛 知)Ｃ 草野 杏実(北海道)Ｃ 串橋 麻実(東 京)Ｂ 

 久保 幸葉(千 葉)Ｂ 窪田 晴彦(東 京)Ｂ 熊谷 亜美(千 葉)Ｂ 熊坂  玄(山 形)Ｃ 

 倉重 桃子(新 潟)Ｃ 黒釜小百合(静 岡)Ｂ 黒野 忠志(千 葉)Ｂ 軍司 桃慶(神奈川)Ｂ 

 計良智恵子(群 馬)Ｂ 小池 礼凌(東 京)Ｂ 小池 来渚(北海道)Ｃ 小泉 隆雲(鳥 取)Ｃ 

 古賀麻沙代(東 京)Ｂ 古川 芳庭(青 森)Ｃ 小暮 幸代(群 馬)Ｂ 小寺加奈乃(北海道)Ｃ 

 小西  岳(千 葉)Ｂ 小林 廣司(北海道)Ｃ 小林 青楓(東 京)Ｂ 小林 美樹(大 阪)Ｃ 

 小峯 幸山(埼 玉)Ｂ 今  美音(北海道)Ｃ 近藤 恵子(埼 玉)Ｂ 近藤 晴友(愛 知)Ｃ 

 金野 珠風(埼 玉)Ｂ 斉藤 華澄(神奈川)Ｂ 齋藤 孝貴(愛 知)Ｃ 斎藤さゆり(北海道)Ｃ 

 斉藤由利子(千 葉)Ｂ 酒井 杏菜(富 山)Ｃ 坂本 啓子(茨 城)Ｂ 笹川 靖夫(新 潟)Ｃ 

 佐籐  理(東 京)Ｂ 佐藤 静漣(神奈川)Ｂ 佐藤 真里(京 都)Ｃ 佐藤ゆかり(神奈川)Ｂ 

 佐藤 義弘(東 京)Ｂ 里見 明子(東 京)Ｂ 澤崎優衣菜(富 山)Ｃ 澤田 緑里(東 京)Ｂ 

 志賀 玉容(千 葉)Ｂ 信田 和恵(神奈川)Ｂ 七戸 咲姫(北海道)Ｃ 篠田 皓月(千 葉)Ｂ 

 柴田 佳奈(北海道)Ｃ 渋澤 敏美(東 京)Ｂ 渋谷 心花(北海道)Ｃ 嶋田  瑛(東 京)Ｂ 

 島田 知子(千 葉)Ｂ 島田 知子(東 京)Ｂ 清水 良子(北海道)Ｃ 志村 昭南(山 梨)Ｂ 

 庄司 倫江(千 葉)Ｂ 白鳥 礼子(千 葉)Ｂ 城石 蒼風(富 山)Ｃ 新藤 紘季(神奈川)Ｂ 

 菅原 義功(神奈川)Ｂ 杉田 南奈(東 京)Ｂ 杉本ゆき子(富 山)Ｃ 杉本 洋子(東 京)Ｂ 

 須崎 耀太(静 岡)Ｂ 鈴木 公子(千 葉)Ｂ 鈴木 篁香(千 葉)Ｂ 須田 和蓉(埼 玉)Ｂ 

 角  恭子(神奈川)Ｂ 関  好厚(神奈川)Ｂ 関根 久穂(埼 玉)Ｂ 外崎 依楓(北海道)Ｃ 

 曾根 光軒(山 梨)Ｂ 高島 麻未(東 京)Ｂ 高田 有紗(愛 知)Ｃ 高野 芳竹(静 岡)Ｂ 

 高橋亜紀子(千 葉)Ｂ 高橋 胡風(群 馬)Ｂ 高橋 彩恵(埼 玉)Ｂ 高橋 奈々(北海道)Ｃ 
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 高橋 未幸(北海道)Ｃ 高栁 翠芳(山 梨)Ｂ 武居 文江(東 京)Ｂ 竹内 心優(北海道)Ｃ 

 竹内 里織(富 山)Ｃ 武市 大和(愛 知)Ｃ 竹原 敬子(兵 庫)Ｃ 田中  慶(北海道)Ｃ 

 田中 洋子(富 山)Ｃ 田中 緑萃(山 梨)Ｂ 谷川 成龍(愛 知)Ｃ 谷口 遥都(北海道)Ｃ 

 千葉 美紀(神奈川)Ｂ 津川 径龍(千 葉)Ｂ 辻井  樹(北海道)Ｃ 土屋 幸恵(東 京)Ｂ 

 土谷真由美(大 分)Ｃ 椿  旭帆(千 葉)Ｂ 寺島 敬子(北海道)Ｃ 富樫 秀文(北海道)Ｃ 

 時田 京子(神奈川)Ｂ 土橋 明生(東 京)Ｂ 飛松 涼太(東 京)Ｂ 富田 典子(富 山)Ｃ 

 富永 朱音(山 口)Ｃ 鳥飼由紀夫(千 葉)Ｂ 鳥崎 美知(東 京)Ｂ 内藤 きよ(千 葉)Ｂ 

 永井緒里江(千 葉)Ｂ 永井 美帆(東 京)Ｂ 長尾 直江(北海道)Ｃ 中茎 智泉(東 京)Ｂ 

 長坂貴美子(埼 玉)Ｂ 中嶋 紀子(千 葉)Ｂ 中西 康水(埼 玉)Ｂ 中野 道恵(北海道)Ｃ 

 中橋  愛(大 阪)Ｃ 中村 海康(愛 知)Ｃ 中村 舞希(兵 庫)Ｃ 中山 玉松(東 京)Ｂ 

 名久井直心(北海道)Ｃ 南雲 博文(新 潟)Ｃ 波岸 初美(大 阪)Ｃ 成瀬 悠泉(愛 知)Ｃ 

 西野  杏(東 京)Ｂ 西野 峯州(神奈川)Ｂ 西野 真央(埼 玉)Ｂ 西村 裕子(富 山)Ｃ 

 西村 怜弓(北海道)Ｃ 西室 香稔(山 梨)Ｂ 西谷 虹泉(北海道)Ｃ 二ノ宮雅山(東 京)Ｂ 

 丹生 朱音(大 分)Ｃ 根本恵利加(神奈川)Ｂ 野口 定子(東 京)Ｂ 野中 悦子(東 京)Ｂ 

 橋本 沙織(青 森)Ｃ 橋本 心花(東 京)Ｂ 橋本 佳枝(東 京)Ｂ 長谷川清子(埼 玉)Ｂ 

 長谷田泰男(富 山)Ｃ 濵名 郁華(埼 玉)Ｂ 浜野 果保(埼 玉)Ｂ 林  弘美(富 山)Ｃ 

 春山 柳舟(東 京)Ｂ 伴  恵子(埼 玉)Ｂ 東  靖宏(埼 玉)Ｂ 菱田真美子(愛 知)Ｃ 

 樋山  遥(北海道)Ｃ 兵藤 泰明(群 馬)Ｂ 平田 恵莉(神奈川)Ｂ 廣兼 寿美(東 京)Ｂ 

 広瀬可奈子(埼 玉)Ｂ 廣瀬 春嶺(埼 玉)Ｂ 廣田 温子(青 森)Ｃ 廣田 裕美(大 阪)Ｃ 

 深澤 瑛泉(長 野)Ｃ 福富 牧子(北海道)Ｃ 藤澤 志保(東 京)Ｂ 藤田 昭平(大 分)Ｃ 

 藤谷 美法(岐 阜)Ｃ 藤本  明(大 分)Ｃ 藤本美奈子(東 京)Ｂ 船谷 幸子(東 京)Ｂ 

 星野 清蝶(群 馬)Ｂ 星野眞智子(埼 玉)Ｂ 堀  朝美(東 京)Ｂ 堀田 桃子(富 山)Ｃ 

 堀野 颯歩(東 京)Ｂ 前田 千綾(埼 玉)Ｂ 前田 真美(東 京)Ｂ 政岡 照美(神奈川)Ｂ 

 桝井 正樹(千 葉)Ｂ 松井萬留美(東 京)Ｂ 松岡 ゆり(東 京)Ｂ 松丸 寿江(千 葉)Ｂ 

 三木 実穂(東 京)Ｂ 水代香菜絵(千 葉)Ｂ 美馬 健一(北海道)Ｃ 宮治 和子(愛 知)Ｃ 

 宮路 玉楓(北海道)Ｃ 宮島美由紀(岐 阜)Ｃ 武藤 秀美(静 岡)Ｂ 村井 遥瑠(北海道)Ｃ 

 村岡茉由子(北海道)Ｃ 森  優香(茨 城)Ｂ 森 由香子(東 京)Ｂ 森下 真百(青 森)Ｃ 

 森田 真弓(北海道)Ｃ 森本 美桜(大 分)Ｃ 諸橋 麻貴(新 潟)Ｃ 八木 幸子(大 阪)Ｃ 

 柳生 耕一(愛 知)Ｃ 安崎日華瑠(北海道)Ｃ 安波 香耀(福 岡)Ｃ 谷内 香竹(山 梨)Ｂ 

 柳沢 仁希(北海道)Ｃ 柳澤 里枝(東 京)Ｂ 柳田 優子(富 山)Ｃ 山内 涼平(青 森)Ｃ 

 山口 恵芳(山 梨)Ｂ 山口 彩生(神奈川)Ｂ 山崎  都(北海道)Ｃ 山地恵美子(東 京)Ｂ 

 山下  律(東 京)Ｂ 山下萌々子(東 京)Ｂ 山田恵梨子(埼 玉)Ｂ 山田小百合(東 京)Ｂ 

 山田 大壑(千 葉)Ｂ 山田みさき(北海道)Ｃ 山本 百合(広 島)Ｃ 山守 静代(神奈川)Ｂ 

 山谷 依愛(北海道)Ｃ 遊佐 花恋(北海道)Ｃ 万木 咲苑(東 京)Ｂ 横井 郁子(北海道)Ｃ 

 横山 早苗(東 京)Ｂ 吉川 抱雲(愛 知)Ｃ 吉田早百合(東 京)Ｂ 米内山智子(北海道)Ｃ 

 陸川 厚子(東 京)Ｂ 六角 玲子(東 京)Ｂ 若佐美恵子(北海道)Ｃ 鷲尾 朱音(千 葉)Ｂ 

 和田千与里(静 岡)Ｂ 渡辺 聡美(東 京)Ｂ 渡辺 千賀(千 葉)Ｂ 

 

か  な  部 

準 二 科 賞 

 石井優里佳(大 阪)Ｃ 伊藤 詩歩(東 京)Ｂ 太田 末利(神奈川)Ｂ 神谷 美咲(北海道)Ｃ 

 椚原ひろみ(神奈川)Ｂ 坂本 美雪(北海道)Ｃ 下田 英子(神奈川)Ｂ 高橋 洋子(広 島)Ｃ 

 銅直 素鳳(埼 玉)Ｂ 十時 裕子(福 岡)Ｃ 中根 珠希(北海道)Ｃ 中村  建(北海道)Ｃ 

 長谷川 愛(東 京)Ｂ 林 希実子(東 京)Ｂ 平川 好美(大 分)Ｃ 宮崎眞智子(大 分)Ｃ 

 森田 典子(栃 木)Ｂ 八木 志歩(北海道)Ｃ 弥生 佳紅(大 阪)Ｃ 横川 祥子(埼 玉)Ｂ 

 脇田 月乃(東 京)Ｂ 
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詩 文 書 部 

準 二 科 賞 

 相川菜々子(栃 木)Ｂ 東 穂乃香(北海道)Ｃ 新江 舞子(北海道)Ｃ 荒山 水星(北海道)Ｃ 

 安食 想乃(北海道)Ｃ 飯塚 花香(愛 知)Ｃ 井桁 和子(東 京)Ｂ 石井 秀岳(埼 玉)Ｂ 

 石井菜津香(埼 玉)Ｂ 石川 亮子(神奈川)Ｂ 石河 亮太(北海道)Ｃ 石崎奈美乃(兵 庫)Ｃ 

 石田  瞳(兵 庫)Ｃ 板井  瞳(大 分)Ｃ 一ノ瀬裕子(東 京)Ｂ 伊藤 江里(愛 知)Ｃ 

 伊藤 恵子(東 京)Ｂ 伊藤 紘圭(神奈川)Ｂ 伊藤 尚子(三 重)Ｃ 伊藤 白陽(青 森)Ｃ 

 伊藤 雅江(岩 手)Ｃ 伊東 正人(静 岡)Ｂ 伊藤 桃子(東 京)Ｂ 稲邉摩利子(埼 玉)Ｂ 

 井上 喜峰(兵 庫)Ｃ 井上 昌子(三 重)Ｃ 井上美恵子(北海道)Ｃ 井上 實畝(福 島)Ｃ 

 今井 道子(北海道)Ｃ 岩崎 風子(兵 庫)Ｃ 宇佐美暢子(北海道)Ｃ 裏  律子(富 山)Ｃ 

 江橋 香南(東 京)Ｂ 遠藤 大雪(東 京)Ｂ 遠藤 七海(北海道)Ｃ 太田  遥(奈 良)Ｃ 

 太田 満喜(東 京)Ｂ 大塚 奈央(大 分)Ｃ 大橋 眉柳(栃 木)Ｂ 岡  瓔杏(栃 木)Ｂ 

 岡安 愛弓(栃 木)Ｂ 尾木 素子(岡 山)Ｃ 奥山 亜弥(北海道)Ｃ 尾関 賀妙(岐 阜)Ｃ 

 柿沼  萌(神奈川)Ｂ 勝山満里子(東 京)Ｂ 加土 夏実(東 京)Ｂ 加藤 吉晃(青 森)Ｃ 

 川合  弘(神奈川)Ｂ 川崎 紫苑(東 京)Ｂ 河野 春子(埼 玉)Ｂ 川野真理子(千 葉)Ｂ 

 神田 陽子(山 口)Ｃ 菊田 淑枝(東 京)Ｂ 貴島 巧玄(大 阪)Ｃ 貴島 祐玄(大 阪)Ｃ 

 北島  檀(北海道)Ｃ 北村 康瑛(北海道)Ｃ 木村 歌暖(愛 知)Ｃ 木村 多鳳(北海道)Ｃ 

 楠森 沙登(福 岡)Ｃ 国見こころ(大 分)Ｃ 甲田 美香(広 島)Ｃ 神戸 玲子(長 野)Ｃ 

 小島 松佳(千 葉)Ｂ 後藤 三奈(愛 知)Ｃ 小林 恭子(愛 知)Ｃ 小林 芝風(静 岡)Ｂ 

 小林 光枝(東 京)Ｂ 小林 無双(北海道)Ｃ 小林 洋泉(群 馬)Ｂ 小原 琉華(神奈川)Ｂ 

 木引 青秀(大 阪)Ｃ 五味 香苑(千 葉)Ｂ 是永 月海(大 分)Ｃ 榊原 京子(東 京)Ｂ 

 笹井 榮春(愛 知)Ｃ 佐々木彩子(大 分)Ｃ 佐々木晴翠(北海道)Ｃ 佐藤  葵(千 葉)Ｂ 

 佐藤 晴游(北海道)Ｃ 佐藤 修子(北海道)Ｃ 佐山 直美(栃 木)Ｂ 柴田 翠汀(富 山)Ｃ 

 嶋森 涼香(神奈川)Ｂ 清水 茜里(京 都)Ｃ 清水  彩(東 京)Ｂ 清水 佳穂(京 都)Ｃ 

 下山和歌奈(東 京)Ｂ 白山 青麗(岩 手)Ｃ 新保 薺心(山 口)Ｃ 杉本 操子(千 葉)Ｂ 

 杉山  零(北海道)Ｃ 鈴木 和代(愛 知)Ｃ 鈴木  民(栃 木)Ｂ 鈴木 美峰(愛 知)Ｃ 

 須藤 真香(大 分)Ｃ 瀬田 知子(東 京)Ｂ 芹澤 仁美(富 山)Ｃ 高田 里雪(東 京)Ｂ 

 高橋 沙耶(北海道)Ｃ 多久和春汀(島 根)Ｃ 武山 五月(岡 山)Ｃ 多昌 零生(神奈川)Ｂ 

 田中 郁李(東 京)Ｂ 谷  実優(北海道)Ｃ 玉井 佳吾(北海道)Ｃ 田村 帆香(北海道)Ｃ 

 千葉 竣斗(北海道)Ｃ 千葉 露水(岩 手)Ｃ 塚田 英子(東 京)Ｂ 塚原 大智(神奈川)Ｂ 

 辻本 麻衣(京 都)Ｃ 椿原 清雲(東 京)Ｂ 積田 麗子(千 葉)Ｂ 寺尾あかね(愛 知)Ｃ 

 富川 紗帆(北海道)Ｃ 豊田あかり(山 口)Ｃ 中井 游心(北海道)Ｃ 永井 睡蓮(愛 知)Ｃ 

 長尾 葉舟(福 島)Ｃ 長尾 璃杏(神奈川)Ｂ 中川 湖月(福 岡)Ｃ 中島 歩美(北海道)Ｃ 

 長島 千寿(東 京)Ｂ 中濵 壮大(愛 知)Ｃ 中村奈々美(東 京)Ｂ 中村由佳子(兵 庫)Ｃ 

 二宮 明美(大 分)Ｃ 野口 千春(福 岡)Ｃ 野澤 夢戈(東 京)Ｂ 野村 紅雨(山 口)Ｃ 

 蓮尾 碧風(東 京)Ｂ 秡川 紫紅(福 島)Ｃ 原川登茂子(愛 知)Ｃ 原田 貴龍(宮 崎)Ｃ 

 彦坂 房代(愛 知)Ｃ 日野美佐子(徳 島)Ｃ 兵動 早菜(東 京)Ｂ 平岡 成子(鹿児島)Ｃ 

 藤瀬 由羽(北海道)Ｃ 藤田 溪水(神奈川)Ｂ 藤田のどか(千 葉)Ｂ 藤田 晴彦(富 山)Ｃ 

 藤原 成子(埼 玉)Ｂ 藤原まゆみ(兵 庫)Ｃ 古川  静(神奈川)Ｂ 古谷 汐雪(東 京)Ｂ 

 星野 遥香(神奈川)Ｂ 堀井 麻由(北海道)Ｃ 前田 和彦(東 京)Ｂ 政二 紅彩(富 山)Ｃ 

 松尾  唯(北海道)Ｃ 松橋 珠蕾(北海道)Ｃ 松本 春圃(京 都)Ｃ 松本 友里(埼 玉)Ｂ 

 松山 悦子(大 分)Ｃ 真野 青空(愛 知)Ｃ 三浦 稲雪(千 葉)Ｂ 三浦梨々花(北海道)Ｃ 

 味方 和子(東 京)Ｂ 三上 敦子(青 森)Ｃ 三木 葉月(大 阪)Ｃ 水上 真莱(静 岡)Ｂ 

 水越 撫安(栃 木)Ｂ 水澤 直子(東 京)Ｂ 宮城 佳豊(兵 庫)Ｃ 宮城 千絵(北海道)Ｃ 

 宮永 草凜(島 根)Ｃ 武藤 健悟(東 京)Ｂ 武藤 秀美(静 岡)Ｂ 村上 千晶(神奈川)Ｂ 
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 村瀬 弥生(北海道)Ｃ 村田 涼葉(北海道)Ｃ 茂木 育子(神奈川)Ｂ 桃崎 琇悦(福 岡)Ｃ 

 森泉 宏子(神奈川)Ｂ 安川 侑良(北海道)Ｃ 山口なずな(東 京)Ｂ 山崎 蕙琇(東 京)Ｂ 

 山崎菜々美(北海道)Ｃ 山田 彩光(愛 知)Ｃ 山本 縹雲(静 岡)Ｂ 山本 深雪(東 京)Ｂ 

 吉田 紅琳(福 島)Ｃ 吉田 珠晃(神奈川)Ｂ 若菜 翠月(愛 知)Ｃ 脇坂 希実(北海道)Ｃ 

 和田 芳子(島 根)Ｃ 渡邉 恵果(福 岡)Ｃ 渡邊 梨扇(愛 知)Ｃ 
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二 科 入 選 者 名 簿 
 

 

――漢 字 部―― 

北海道 

青木 菜摘Ｃ 青柳 菜摘Ｃ 秋元 喜孝Ｃ 

秋山 華澄Ｃ 明田川由泉Ｃ 東 穂乃香Ｃ 

阿部 千尋Ｃ 粟崎 敦子Ｃ 安食 想乃Ｃ 

五十嵐哲夫Ｃ 五十嵐梨紗Ｃ 池浦裕貴子Ｃ 

池下 靖子Ｃ 池田千佳子Ｃ 石田 教子Ｃ 

石田 花奈Ｃ 石原  灯Ｃ 石松美乃梨Ｃ 

石丸 陽菜Ｃ 井田亜珠沙Ｃ 板宮ののかＣ 

伊藤  梓Ｃ 伊東 直人Ｃ 伊藤 由以Ｃ 

伊藤 友香Ｃ 伊藤 裕子Ｃ 糸谷 優子Ｃ 

井之口奈美Ｃ 今井 道子Ｃ 宇野 真緒Ｃ 

梅基 友亜Ｃ 遠藤 七海Ｃ 大江 祐菜Ｃ 

大関 善子Ｃ 大友 愛叶Ｃ 大沼 紗弥Ｃ 

沖津 昭子Ｃ 奥山 亜弥Ｃ 小野寺貴美Ｃ 

小畑 美結Ｃ 恩田 優華Ｃ 梶  朱音Ｃ 

加藤けい子Ｃ 加藤なご美Ｃ 加藤 優笑Ｃ 

金森 美幸Ｃ 鎌田 砂弓Ｃ 川口  勇Ｃ 

河原 里彩Ｃ 川原 里帆Ｃ 川村 泰弘Ｃ 

神崎 舞桜Ｃ 北川 心優Ｃ 北島  檀Ｃ 

北村 康瑛Ｃ 木村 滋子Ｃ 木村 翆楓Ｃ 

木村 百花Ｃ 工藤菜々子Ｃ 工藤真由美Ｃ 

工藤 望愛Ｃ 工藤ユキ子Ｃ 国本 芳華Ｃ 

熊谷 桜花Ｃ 藏敷 愛梨Ｃ 小泉穂野香Ｃ 

後藤 桃香Ｃ 小林 無双Ｃ 佐久間玲凪Ｃ 

桜田 悠哉Ｃ 佐々木彩歌Ｃ 佐々木加代子Ｃ 

佐々木晴翠Ｃ 佐田 谿林Ｃ 佐藤 亜矢Ｃ 

佐藤 花音Ｃ 佐藤 輝岳Ｃ 佐藤 心星Ｃ 

佐藤 修子Ｃ 佐藤 陽菜Ｃ 佐藤 文香Ｃ 

澤泉 佳子Ｃ 澤田 麻衣Ｃ 志賀由美子Ｃ 

澁谷 芽依Ｃ 島田 千夢Ｃ 島田有紀乃Ｃ 

庄子 彩音Ｃ 上西 麻衣Ｃ 菅原科奈子Ｃ 

菅原 姫菜Ｃ 菅原 佑花Ｃ 杉原 祥太Ｃ 

杉山  零Ｃ 鈴水 玉水Ｃ 鈴木ひかりＣ 

鈴木 弥生Ｃ 鷲見 柚果Ｃ 情野 咲菜Ｃ 

関  華瑚Ｃ 瀬原 莉緒Ｃ 仙波 歩夏Ｃ 

高士 実祐Ｃ 高場英津子Ｃ 高橋 彩季Ｃ 

高橋 尚湖Ｃ 高山奈津子Ｃ 武内 範子Ｃ 

竹田  明Ｃ 竹部 孝哉Ｃ 田澤  涼Ｃ 

舘入  葵Ｃ 田中あかりＣ 田中 恵子Ｃ 

谷  実優Ｃ 多羽田朱理Ｃ 田村 帆香Ｃ 

田村 真穂Ｃ 千葉 花楓Ｃ 千葉 竣斗Ｃ 

辻  千秋Ｃ 津島  葵Ｃ 寺島 由結Ｃ 

寺田 彩秋Ｃ 寺田 美里Ｃ 寺本かりなＣ 

徳田 晃子Ｃ 登坂 幸恵Ｃ 飛内 唯奈Ｃ 

富川 紗帆Ｃ 冨田 寛子Ｃ 土門 紅楓Ｃ 

中川 初美Ｃ 中澤 隆太Ｃ 中島明日香Ｃ 

中島 歩美Ｃ 中野 真希Ｃ 中村 春香Ｃ 

中山 実咲Ｃ 西原 綾加Ｃ 西村  藍Ｃ 

野際 江柳Ｃ 花田 紗彩Ｃ 林  陽子Ｃ 

原田 依奈Ｃ 半澤 美咲Ｃ 平田 恭子Ｃ 

藤川 真守Ｃ 藤本 曠原Ｃ 細谷 紀子Ｃ 

堀  直也Ｃ 堀籠菜緒美Ｃ 前田 彩花Ｃ 

前田 睦子Ｃ 山岸  實Ｃ 増田あすかＣ 

松尾  唯Ｃ 萬宮きさらＣ 嶺野 景風Ｃ 

宮下 皐月Ｃ 村上 勝則Ｃ 村重 花梨Ｃ 

村田 涼葉Ｃ 茂田 螢尊Ｃ 森  愛栞Ｃ 

森嶋 豊香Ｃ 森田 純子Ｃ 八尾真理子Ｃ 

安川 侑良Ｃ 藪  貴子Ｃ 山木 陽永Ｃ 

山崎菜々美Ｃ 山田 凜花Ｃ 屋良 琉心Ｃ 

萬  麻奈Ｃ 脇坂 希実Ｃ 

青森県 

阿保 星海Ｃ 石原 真由Ｃ 伊藤 白陽Ｃ 

岩崎 聡子Ｃ 鴨澤 友子Ｃ 斎藤 智子Ｃ 

佐藤 正基Ｃ 竹内 藍水Ｃ 中田 晶子Ｃ 

中村 香煕Ｃ 奈良 有希Ｃ 長谷川三津Ｃ 

三上 敦子Ｃ 村井 果林Ｃ 百田美智子Ｃ 

柳町 由美Ｃ 山内千代子Ｃ 

岩手県 

臼井 雨聲Ｃ 小野寺瑤草Ｃ 丹野 榮子Ｃ 

千葉 露水Ｃ 

宮城県 

金子 優美Ｃ 作間 裕美Ｃ 

秋田県 

佐藤 東響Ｃ 

山形県 

石井 青鳳Ｃ 川口 草苑Ｃ 木村 幸慶Ｃ 

小室 喜舟Ｃ 小室 美園Ｃ 佐藤 黎花Ｃ 

福島県 

鈴木 海斗Ｃ 

茨城県 

小倉 麻由Ｂ 紺野 真生Ｂ 實藤みずほＢ 

下条 凱心Ｃ 塚本 愛子Ｂ 内藤 優里Ｂ 

堀  波景Ｂ 村上 裕典Ｂ 

栃木県 

青木  萌Ｂ 薄井 玲祈Ｂ 大橋 眉柳Ｃ 

岡  瓔杏Ｃ 岡安 愛弓Ｃ 佐山 直美Ｃ 

勝二 妙子Ｃ 半田 松窓Ｂ 水越 撫安Ｃ 
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群馬県 

赤尾明日香Ｂ 赤尾 真澄Ｂ 市川 詠二Ｂ 

加藤 佳子Ｂ 熊澤利奈子Ｂ 齋藤 美好Ｃ 

須藤みどりＢ 堤  一平Ｂ 都丸 真風Ｂ 

友松 青弦Ｂ 房宗 身奈Ｂ 堀内 早苗Ｂ 

宮一 美樹Ｂ 山崎美加代Ｂ 

埼玉県 

安納 武志Ｂ 井崎伊都子Ｂ 石井 秀岳Ｃ 

石川千恵子Ｂ 石野 敏夫Ｂ 泉  湧郷Ｂ 

磯貝 美佳Ｂ 稲葉 節子Ｂ 稲邉摩利子Ｃ 

今井 優花Ｂ 岩崎 君子Ｂ 岩崎 景流Ｂ 

岩渕 凜萠Ｂ 岩堀 博子Ｂ 臼杵 英枝Ｃ 

内山絢香梨Ｂ 遠藤 光鼓Ｂ 大河内郁萌Ｂ 

大河戸康代Ｂ 大澤久美子Ｂ 太田 寿一Ｂ 

大沼 真啓Ｂ 大畑 心遊Ｂ 大山 璋子Ｂ 

大谷部珀風Ｂ 大渡 晴流Ｂ 小倉志津江Ｂ 

掛田 則子Ｂ 梶原 茂美Ｂ 片山美津代Ｂ 

勝田 静風Ｂ 加藤 黄流Ｂ 金子 智紀Ｂ 

河野 春子Ｃ 神田三千代Ｂ 粂谷 彩春Ｂ 

倉持 翔多Ｂ 栗谷川奈那Ｂ 小嶋 亮堂Ｃ 

小林菜々子Ｂ 近藤 静子Ｃ 今野 恵子Ｂ 

坂本美奈子Ｂ 佐藤 光子Ｂ 佐藤美奈子Ｂ 

設楽 翔菫Ｂ 清水 永愛Ｃ 庄司 里美Ｂ 

神野 秋玉Ｂ 末光八重子Ｂ 須川 真樹Ｂ 

鈴木 直美Ｂ 染谷 早苗Ｂ 高篠八千代Ｂ 

高橋 契玉Ｂ 田島 直歩Ｂ 田名野々夏Ｂ 

田邉佐和子Ｂ 中馬りつ子Ｂ 都築 征子Ｂ 

角田 静香Ｂ 土橋 聖昇Ｂ 内藤 一美Ｂ 

南雲 正枝Ｂ 根岸 利枝Ｃ 野崎 天郷Ｂ 

野崎真由季Ｂ 畑中 伸蓉Ｂ 林  美唄Ｂ 

菱事 月都Ｂ 平田 里美Ｂ 藤沢 芙桜Ｃ 

藤原 成子Ｃ 渕本 由紀Ｂ 古谷  修Ｂ 

本多 心鄭Ｂ 前島 陽子Ｂ 牧村  功Ｂ 

松戸 敏男Ｂ 松本 悠華Ｂ 丸山 純子Ｂ 

宮澤 玲月Ｂ 村宮 正子Ｂ 矢野 照子Ｂ 

山内 美織Ｂ 山口 春華Ｂ 山崎 溪風Ｂ 

山本 八寿Ｂ 屋代崎香祥Ｂ 由比 春美Ｂ 

吉藤 恭子Ｂ 六戸 沙鴦Ｂ 和久津煌玉Ｂ 

綿引 季知Ｂ 

千葉県 

相田千恵子Ｂ 朝倉 帆南Ｂ 阿部 怜奈Ｂ 

板橋 淳子Ｂ 市川 真也Ｂ 伊堂寺和美Ｂ 

江部 智美Ｂ 大嶋 直美Ｂ 大曽根黙燿Ｂ 

大西 昭宏Ｂ 岡崎 杏寿Ｂ 小川 旭粹Ｂ 

沖  正堂Ｂ 奥 かおりＢ 梶  桂子Ｂ 

鹿島 菜華Ｂ 加藤 旭鳳Ｂ 金田 旭恕Ｂ 

金成 素子Ｂ 雁野 春麗Ｂ 川井 敏子Ｂ 

川上 晴山Ｂ 木下 秀峰Ｂ 木村  孝Ｂ 

木村 唯乃Ｂ 工藤 孝子Ｂ 工藤 梨瓔Ｂ 

倉持  輝Ｂ 小笹 悦宏Ｂ 小島 松佳Ｃ 

小高 夏美Ｂ 小林 栄子Ｂ 五味 香苑Ｃ 

小山 陽子Ｂ 近藤多満子Ｂ 齋藤 瑞季Ｂ 

阪本 柱子Ｂ 坂本 葉津Ｂ 佐藤  葵Ｃ 

佐藤 龍一Ｂ 佐野 啓翆Ｃ 渋谷 優大Ｂ 

清水みどりＢ 白荘弓美子Ｂ 末安 友華Ｂ 

杉本 操子Ｃ 須田 慶子Ｂ 関根 雅祥Ｂ 

高橋 春翠Ｂ 高原 郁枝Ｂ 高山 晃風Ｂ 

竹内恵美子Ｂ 武田 朋子Ｂ 立野 敏夫Ｂ 

辻川 陽子Ｂ 椿  旭桜Ｂ 坪野 杏樹Ｂ 

露木 美珂Ｂ 出山 郁子Ｂ 時谷 君子Ｃ 

鳥海 明峰Ｂ 内藤 爽香Ｃ 永井 節子Ｂ 

長澤  健Ｂ 永冨 愛唯Ｂ 中村 和子Ｂ 

中村 由美Ｂ 夏堀 順子Ｂ 西脇 聡実Ｂ 

野崎 光子Ｃ 橋本貴美子Ｂ 橋本理莉子Ｂ 

服部 綾子Ｂ 浜野 隆司Ｂ 藤井  斗Ｂ 

藤井  花Ｂ 藤田のどかＣ 牧野 友子Ｂ 

松川 葉子Ｂ 松本佐知子Ｂ 本吉 民男Ｂ 

山口 恵子Ｂ 山本 万結Ｃ 吉野 悦子Ｂ 

渡辺 由子Ｂ 

東京都 

赤沼 華絵Ｂ 足立 千啓Ｂ 天野 几瑤Ｂ 

有田 富美Ｂ 安藤 浩義Ｂ 安藤 美仁Ｂ 

飯田 孝子Ｂ 五十嵐宮湖Ｂ 以後 祥舟Ｂ 

井崎 珠泉Ｂ 石井  綾Ｃ 石井 奏衣Ｂ 

石川 純子Ｃ 石倉 柴純Ｂ 石橋 清香Ｂ 

石間 千秋Ｂ 一ノ瀬裕子Ｃ 伊藤 文子Ｂ 

伊藤 純一Ｂ 伊藤 桃子Ｃ 井上 順子Ｂ 

井上 象詠Ｂ 井上 雅勇Ｂ 井上 睦美Ｂ 

岩崎 樹里Ｂ 岩崎  椋Ｂ 岩田 慶子Ｂ 

岩永 陽光Ｃ 上江洲奈都子Ｂ 上野 雪華Ｃ 

宇佐美多美子Ｂ 宇治原まり子Ｂ 内田美恵子Ｂ 

浦  麻子Ｂ 江橋 春明Ｂ 遠藤 智寛Ｃ 

大川 崇子Ｂ 大久保優々子Ｂ 大澤 あやＢ 

大澤 孝美Ｂ 大島 智子Ｂ 太田 満喜Ｃ 

大塚 優子Ｃ 大藤 紫郷Ｂ 大野耕太郎Ｂ 

大野みちよＢ 岡村 悠加Ｂ 小川 李蘭Ｂ 

越智 真紀Ｂ 尾林 清陽Ｂ 角道 聡子Ｂ 

風間 章吾Ｂ 片岡美恵子Ｂ 勝山満里子Ｃ 

加土 夏実Ｃ 金子亜由実Ｂ 金子 久美Ｂ 

金子 献世Ｂ 兼松美智子Ｃ 神山 善鈴Ｂ 

川崎 紫苑Ｃ 川尻 景泉Ｂ 神田絵美子Ｂ 

喜田 真栄Ｂ 木津 愛瑚Ｂ 木戸 美佳Ｃ 

木村 敦子Ｂ 串橋あきらＢ 工藤 元美Ｂ 

栗田 直美Ｂ 河内真理子Ｂ 小島由美子Ｂ 

小竹 亜希Ｂ 小林千香子Ｂ 小林 治子Ｂ 

小林 光枝Ｃ 小山 渓雪Ｂ 斉藤 春枝Ｂ 

坂井 俊斗Ｂ 坂上  薫Ｂ 榊原 京子Ｃ 

桜井 佳泉Ｃ 櫻田千夏子Ｂ 笹川 游月Ｂ 

佐々木康太Ｂ 佐々木里美Ｂ 佐々木順沙Ｃ 

笹森 信吾Ｂ 佐是 京子Ｃ 佐竹 泉楊Ｂ 

佐藤 雅翠Ｂ 佐藤 協子Ｂ 佐藤 舞千Ｂ 

佐藤 由紀Ｂ 佐藤 亮司Ｂ 佐野美香子Ｂ 

澤山かづ子Ｂ 三五 聖子Ｂ 三部 華榮Ｂ 

宍倉 靖子Ｂ 篠原 来海Ｂ 芝垣 桐蔭Ｂ 

柴田 聖子Ｃ 嶋野 美深Ｂ 清水  彩Ｃ 

下村八重子Ｂ 下山和歌奈Ｃ 社本 恵海Ｂ 
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白毛 尚風Ｃ 進藤 雅枝Ｂ 須貝 涼子Ｂ 

菅沼 晴江Ｂ 杉江 桜舟Ｂ 杉山 美都Ｂ 

鈴木  優Ｂ 鈴木 友歌Ｂ 鈴木 雄峰Ｃ 

鈴木 和瑚Ｂ 関口 慶朋Ｂ 関本  彰Ｂ 

瀬田 知子Ｃ 園田比呂子Ｂ 高木 光子Ｂ 

高鍬 明星Ｂ 高橋 二郎Ｂ 高橋 節子Ｂ 

高橋 柳成Ｂ 高松 智子Ｂ 高柳 和弥Ｂ 

田口 町子Ｂ 田栗ひかりＢ 竹田 美保Ｂ 

武冨 満理Ｂ 立本 理奈Ｂ 田中 郁李Ｃ 

谷崎さくらＣ 田渕 七重Ｂ 塚田 英子Ｃ 

辻内 志歩Ｂ 土渕 知子Ｃ 手島 伸子Ｂ 

田  泰子Ｂ 東城 愛実Ｂ 渡嘉敷邦恵Ｂ 

外山 萩茎Ｂ 長尾亜希子Ｂ 中川 由華Ｂ 

長島 千寿Ｃ 長瀨 貴彦Ｂ 中村 直子Ｂ 

永森 昌代Ｂ 中澤 清彦Ｂ 西口恵美子Ｂ 

沼野由起恵Ｃ 能登谷三恵子Ｂ 羽毛田久翠Ｂ 

橋本 恵子Ｂ 橋本 智子Ｂ 蓮尾 碧風Ｃ 

長谷川 愛Ｃ 花岡智香子Ｂ 早崎 奈央Ｂ 

林  歩波Ｂ 早水梨々花Ｃ 原  将子Ｂ 

原澤 雄一Ｂ 東川 知子Ｂ 菱川美穂子Ｂ 

兵動 早菜Ｃ 平田 希凰Ｃ 廣瀬 邦恵Ｂ 

福田 玉芳Ｂ 福原 紅軒Ｂ 藤生 泰玉Ｂ 

藤田 彩白Ｂ 藤田眞理子Ｂ 藤村 幸子Ｂ 

藤森 晶子Ｂ 堀井 妙子Ｂ 堀内 爽絢Ｃ 

本間 孝子Ｂ 前田 和彦Ｃ 前田 宮江Ｂ 

増田 恭歓Ｂ 松田 香泉Ｂ 松原 舟寧Ｂ 

松原 洋子Ｃ 松本 直子Ｃ 松本 真理Ｂ 

馬渡 美智Ｂ 水澤 直子Ｃ 水村 浩子Ｃ 

皆川 良子Ｂ 武藤 健悟Ｃ 村野 亜古Ｂ 

村野 幸子Ｂ 村山由起子Ｂ 望月 春嶺Ｂ 

本橋 采依Ｃ 本橋 淳江Ｂ 森下 青琉Ｃ 

森山 陽菜Ｂ 安田 有李Ｂ 安田早智子Ｂ 

山上 芳昭Ｃ 山岸かおりＢ 山口 路央Ｂ 

山崎 蕙琇Ｃ 山下 京子Ｂ 山田 香夢Ｃ 

山本 桂子Ｂ 山本 深雪Ｃ 柚原 由佳Ｂ 

百合草碧水Ｂ 横田 賀子Ｂ 吉川 佳見Ｂ 

吉川 竜太Ｂ 頼  彩響Ｂ 龍  豊洞Ｂ 

脇田 月乃Ｃ 和田  永Ｂ 渡辺 和子Ｂ 

渡辺真生子Ｂ 渡辺 柳香Ｂ 

神奈川県 

有賀 則子Ｂ 池田 春美Ｂ 石川 彩乃Ｂ 

石川 誠悟Ｂ 石川 亮子Ｃ 板垣美知子Ｂ 

今井 州宰Ｂ 上野 愛斗Ｂ 遠藤 記子Ｂ 

大谷 由美Ｂ 大槻 敦子Ｂ 大野 大河Ｃ 

大橋 ウメＢ 小笠原 幹Ｂ 岡部 朋江Ｂ 

香川 隆真Ｂ 柿沼  萌Ｃ 柏木由紀子Ｂ 

金丸 淑恵Ｂ 金子 有里Ｂ 川合  弘Ｃ 

河原 恵子Ｂ 木塚 麻友Ｂ 木村 友我Ｂ 

吉良 京子Ｂ 國岡 計夫Ｂ 久保埜大樹Ｂ 

小林 桂輔Ｂ 小林 優斗Ｂ 小原 琉華Ｃ 

佐々木綾秀Ｂ 佐藤 尚子Ｂ 佐藤 鸞峯Ｂ 

柴山結香里Ｃ 嶋森 涼香Ｃ 下田 英子Ｃ 

下東 貴舟Ｂ 菅沼 華泉Ｃ 杉山 貴子Ｃ 

助川恵美子Ｂ 鈴木 智美Ｂ 鈴木 美羽Ｂ 

関口 紫月Ｂ 関根 七生Ｂ 高木 高常Ｂ 

高田 絹子Ｂ 高橋 春陽Ｂ 高橋 康子Ｂ 

武内 敏子Ｂ 多昌 零生Ｃ 塚原 大智Ｃ 

土田ゆかりＢ 堤  慎悟Ｂ 堤  凛菜Ｂ 

藤花 宏實Ｃ 戸谷美枝子Ｂ 冨永 夏海Ｂ 

中川 睦子Ｂ 中村 友美Ｂ 沼澤 秀雄Ｂ 

橋本 天音Ｂ 長谷川華峰Ｃ 英  和子Ｂ 

羽磨 璃弓Ｂ 福島 十八Ｂ 福山 華子Ｂ 

藤田 溪水Ｃ 古川  静Ｃ 堀  篤史Ｂ 

真坂美奈子Ｂ 松木 響也Ｂ 三浦 華彬Ｂ 

宮下眞佐子Ｂ 村上 千晶Ｃ 村本 裕香Ｃ 

茂木 育子Ｃ 森泉 宏子Ｃ 吉川 雪鈴Ｂ 

吉川 幸花Ｂ 吉田 珠晃Ｃ 吉見 創動Ｂ 

依田有起子Ｂ 渡辺 朋子Ｂ 渡辺 麻友Ｂ 

新潟県 

青木あゆみＣ 安達 孝子Ｃ 遠藤  匠Ｃ 

大崎さくらＣ 小森  稔Ｃ 齋藤 寛美Ｃ 

坂部紀美子Ｃ 杉本 俊夫Ｃ 鈴木 重壱Ｃ 

鈴木 陽子Ｃ 関  栄子Ｃ 高野 彩風Ｃ 

高野 美月Ｃ 千野美恵子Ｃ 富澤 英子Ｃ 

野澤 直美Ｃ 長谷川 舞Ｃ 服部 翠渕Ｃ 

持田 香峰Ｃ 山内 武雄Ｃ 吉原美和子Ｃ 

富山県 

青海 里奈Ｃ 朝矢 大樹Ｃ 穴田 莉子Ｃ 

井城ハルエＣ 石田 輝生Ｃ 稲生 由佳Ｃ 

岩田  遥Ｃ 上田 淑美Ｃ 梅本 雅子Ｃ 

大森真理子Ｃ 岡島 一美Ｃ 角波喜久美Ｃ 

河崎 葉奈Ｃ 木村  菫Ｃ 黒瀬 宏美Ｃ 

講神 花菜Ｃ 子川 真成Ｃ 後藤 真弓Ｃ 

小馬 啓翠Ｃ 斉藤 美智Ｃ 酒井 瑞穂Ｃ 

志賀 美咲Ｃ 杉原 栄子Ｃ 砂原 和美Ｃ 

瀬山 陽子Ｃ 竹田 琴恵Ｃ 谷嵐 千櫻Ｃ 

土肥穂菜美Ｃ 道寛 陽南Ｃ 徳光 孝子Ｃ 

豊田  梓Ｃ 西尾 幸子Ｃ 野上 莉央Ｃ 

日向 魁石Ｃ 廣田 南桜Ｃ 藤根美登里Ｃ 

本保 淳子Ｃ 水上 歩己Ｃ 宮川 澄子Ｃ 

宮島 羽海Ｃ 村上 廣子Ｃ 毛利 百合Ｃ 

山下 和奈Ｃ 山地 陽大Ｃ 吉田 拓子Ｃ 

米山 節子Ｃ 若田 香野Ｃ 

山梨県 

一瀬 枝芳Ｂ 中嶌 美智Ｂ 

長野県 

荻無里涼苑Ｃ 神戸 玲子Ｃ 三村 春窓Ｃ 

岐阜県 

浅野  萌Ｃ 荒川 佑子Ｃ 粟野 湧太Ｃ 

伊藤凜々華Ｃ 梅村 紗生Ｃ 永川 琴葉Ｃ 

小林莉里花Ｃ 佐藤 結菜Ｃ 杉本  皓Ｃ 

杉本 芙海Ｃ 谷川 菜々Ｃ 田宮彩衣里Ｃ 

豊吉咲冶佳Ｃ 豊吉 那帆Ｃ 中川  彩Ｃ 

二宮ひかるＣ 野田 愛梨Ｃ 栁瀨 葵姫Ｃ 
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山口 恵美Ｃ 吉野 純奈Ｃ 

静岡県 

岩瀬 神彩Ｃ 榧下 涼音Ｂ 佐伯 直子Ｂ 

阪口 信幸Ｂ 佐藤 純子Ｂ 佐藤 光彩Ｂ 

佐藤  紫Ｂ 白柳 華穂Ｂ 高原 菜摘Ｂ 

滝口 由佳Ｂ 内藤真紀子Ｂ 三浦 実穂Ｃ 

水上 真莱Ｃ 山本 縹雲Ｃ 

愛知県 

安藤 希倫Ｃ 安藤 秀苑Ｃ 飯田 煌海Ｃ 

伊神 沙季Ｃ 石河 大希Ｃ 伊東 茉優Ｃ 

牛田 実里Ｃ 大霜 花音Ｃ 太田加壽子Ｃ 

太田 千尋Ｃ 笠井 清風Ｃ 加藤 由理Ｃ 

加藤 蓮水Ｃ 狩生 由奈Ｃ 川井 美侑Ｃ 

川島由起子Ｃ 木全 由佳Ｃ 小出 紗代Ｃ 

後藤 夢芽Ｃ 齋藤 瑞季Ｃ 酒井 琉希Ｃ 

佐々木陽道Ｃ 清水 佳江Ｃ 杉山みち子Ｃ 

鈴木 咲羽Ｃ 鈴木 凜子Ｃ 鈴木 理紗Ｃ 

園田 遥斗Ｃ 妙中 文音Ｃ 高井 元子Ｃ 

高羽 菜月Ｃ 高橋 彩羽Ｃ 田辺 慶紀Ｃ 

土屋友理香Ｃ 永井 睡蓮Ｃ 中尾 文哉Ｃ 

野田 芳樹Ｃ 服部 真玖Ｃ 原川登茂子Ｃ 

東山由布子Ｃ 肥後 柚希Ｃ 平田 太陽Ｃ 

藤川 晏珠Ｃ 藤本 悠愛Ｃ 船田 義晃Ｃ 

水野 冬彩Ｃ 村田 涼奈Ｃ 守屋 青霞Ｃ 

安井 瑞希Ｃ 山川 金絲Ｃ 山口  泉Ｃ 

山崎 白雲Ｃ 芳村有里加Ｃ 渡邊 梨扇Ｃ 

三重県 

井上 昌子Ｃ 

滋賀県 

泉  瑞苑Ｃ 市川 瑚夏Ｃ 角  翠月Ｃ 

黒川 麻央Ｃ 

京都府 

井田 美咲Ｃ 植本 大貴Ｃ 大西 蘭煌Ｃ 

岡田 花音Ｃ 清水 茜里Ｃ 清水 佳穂Ｃ 

新川 美羽Ｃ 高橋こず江Ｃ 辻本 麻衣Ｃ 

冨永  怜Ｃ 西出 結喜Ｃ 松井 明煕Ｃ 

元部 笙月Ｃ 森田 節子Ｃ 山下 紀子Ｃ 

山本 靖子Ｃ 吉川 栄舟Ｃ 

大阪府 

池村 美扇Ｃ 市來 翠恵Ｃ 植嶋 淳子Ｃ 

木引 青秀Ｃ 坂口 禮子Ｃ 阪本 千鶴Ｃ 

竹谷 吉浩Ｃ 濱田 盟子Ｃ 細谷 靖典Ｃ 

三浦 博江Ｃ 山川 陽子Ｃ 山田 天葉Ｃ 

弥生 佳紅Ｃ 由比 芳賀Ｃ 米田 愛子Ｃ 

兵庫県 

青木 紅陽Ｃ 石田  瞳Ｃ 井上 未夏Ｃ 

岩崎 風子Ｃ 太田 千皓Ｃ 岡村 俊子Ｃ 

小澤 暁秀Ｃ 亀村 白麗Ｃ 久米 美榮Ｃ 

黒住 晶子Ｃ 澁谷 綾子Ｃ 下左近藍明Ｃ 

庄野由紀恵Ｃ 豊田 靖奈Ｃ 中尾知英子Ｃ 

中村由佳子Ｃ 西野 千夏Ｃ 野妻  綾Ｃ 

樋口 裕希Ｃ 平井 浩一Ｃ 藤原まゆみＣ 

三戸由愛実Ｃ 山根 奈菜Ｃ 和多田尚司Ｃ 

奈良県 

太田  遥Ｃ 

和歌山県 

水畑 恵華Ｃ 

岡山県 

望月 春翠Ｃ 

広島県 

安部 東霞Ｃ 坂口 山陽Ｃ 

山口県 

井上 颯音Ｃ 高橋 恵泉Ｃ 

徳島県 

衛藤 隼斗Ｃ 後藤 乃愛Ｃ 松岡 尚海Ｃ 

香川県 

二宮 鬼外Ｃ 

高知県 

多田 浩子Ｃ 

福岡県 

野口 千春Ｃ 前田 紫苑Ｃ 松永 陶峯Ｃ 

長崎県 

永松千寿子Ｃ 

大分県 

青柳 光華Ｃ 麻植 結太Ｃ 荒牧 裕恵Ｃ 

板井 弓枝Ｃ 稲尾由佳梨Ｃ 宇津宮祐子Ｃ 

大塚 奈央Ｃ 小野絵里以Ｃ 鹿嶋ひかりＣ 

国見  心Ｃ 国見 浩子Ｃ 郷司 真葉Ｃ 

後藤 太陽Ｃ 是永 月海Ｃ 佐伯 朋華Ｃ 

阪本 雄太Ｃ 佐藤 浩子Ｃ 佐藤 優名Ｃ 

田中千愛美Ｃ 田邉 未羽Ｃ 藤内美智子Ｃ 

友永 幸宏Ｃ 前垣 諒介Ｃ 牧  優菜Ｃ 

松井 瑛美Ｃ 宮里 淑子Ｃ 宮本 孝一Ｃ 

矢野 真理Ｃ 山上 友子Ｃ 若城  凖Ｃ 

渡邊 春菜Ｃ 渡会 純苗Ｃ 

宮崎県 

井越 愛奈Ｃ 

ＵＳＡ 

ゴガニアン若範Ｂ 
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ＴＰＥ 

劉  至原Ｃ 

 

 

 

――か な 部―― 

北海道 

石上 結愛Ｃ 岩城 花香Ｃ 岩本ゆき子Ｃ 

片桐 真陽Ｃ 河原崎美幸Ｃ 黒島 美月Ｃ 

佐藤 有華Ｃ 島崎 諄子Ｃ 城野さくらＣ 

高崎麻里亜Ｃ 多田 英子Ｃ 藤本 光苑Ｃ 

本田 雅榮Ｃ 万字 三佳Ｃ 村上 巴美Ｃ 

山口 夢乃Ｃ 山下 満代Ｃ 渡邊 佳菜Ｃ 

栃木県 

金子  恵Ｂ 

埼玉県 

太田亜路葉Ｃ 清水 永愛Ｂ 須田 峰蘭Ｂ 

永田由美子Ｂ 若菜 綾乃Ｃ 

千葉県 

川野真理子Ｃ 古里とも子Ｂ 

東京都 

朝来野静子Ｂ 天久裕紀子Ｂ 伊藤 幽昇Ｂ 

内田 有香Ｂ 大鈴佐智子Ｂ 大高 幸子Ｂ 

木内 英子Ｂ 菊田 淑枝Ｃ 北里久美子Ｂ 

北村 紅緒Ｃ 佐藤 和子Ｂ 杉本 禧子Ｂ 

高橋千恵子Ｂ 高橋美重子Ｂ 谷口 英子Ｂ 

谷崎さくらＢ 寺田 和典Ｂ 中山 美佳Ｂ 

沼野由起恵Ｂ 畑  眞弓Ｂ 船木 雅美Ｂ 

松山 典子Ｂ 吉野奈々子Ｂ 

神奈川県 

岩木 公子Ｂ 加藤 順子Ｂ 後藤 文代Ｂ 

坂口 友理Ｂ 

大阪府 

江川  遥Ｃ 大橋 香煌Ｃ 島田麻友子Ｃ 

竹井 恵子Ｃ 

兵庫県 

西野 千夏Ｃ 

岡山県 

小野 眞代Ｃ 

福岡県 

上田美代子Ｃ 下村 和代Ｃ 成松寿栄子Ｃ 

原  泰雲Ｃ 

大分県 

小貫 晴子Ｃ 梶原 節子Ｃ 蔵本百合子Ｃ 

藤井 瑞子Ｃ 藤田小夜子Ｃ 吉田 瑞恵Ｃ 

鹿児島県 

猪八重久美Ｃ 

 

 

 

――詩文書部―― 

北海道 

相内  昂Ｃ 青柳 菜摘Ｃ 明石 孝哉Ｃ 

阿部花奈実Ｃ 阿部 心音Ｃ 阿部 千尋Ｃ 

阿部 由枝Ｃ 安藤 碧泉Ｃ 五十嵐幸代Ｃ 

五十嵐哲夫Ｃ 石丸 陽菜Ｃ 伊東 直人Ｃ 

岩坂 龍葩Ｃ 宇野 真緒Ｃ 大塩 良輔Ｃ 

大高 桜子Ｃ 大友 美海Ｃ 荻野 世奈Ｃ 

奥山ほのかＣ 小野 時命Ｃ 梶  朱音Ｃ 

加藤なご美Ｃ 加藤 優笑Ｃ 鎌倉 桃華Ｃ 

河野 美雪Ｃ 草野 杏実Ｃ 藏敷 愛梨Ｃ 

計良 雪耀Ｃ 小池 来渚Ｃ 小泉穂野香Ｃ 

石仙 愛弥Ｃ 小林 廣司Ｃ 斎藤さゆりＣ 

佐々木満華Ｃ 佐藤 亜矢Ｃ 佐藤 心星Ｃ 

澤泉 佳子Ｃ 澤田 麻衣Ｃ 柴田 佳奈Ｃ 

島田 千夢Ｃ 島田有紀乃Ｃ 上西 麻衣Ｃ 

仙波 歩夏Ｃ 外崎 依楓Ｃ 竹内 心優Ｃ 

武田 明莉Ｃ 舘入  葵Ｃ 津嶋 彩香Ｃ 

寺島 由結Ｃ 飛内 唯奈Ｃ 長尾 直江Ｃ 

中澤 隆太Ｃ 西垣 好恵Ｃ 西村  藍Ｃ 

西村 怜弓Ｃ 西脇 日菜Ｃ 野際 江柳Ｃ 

野々村かのんＣ 登坂 渓華Ｃ 藤川 真守Ｃ 

藤田 涼音Ｃ 松本 游花Ｃ 松本 由子Ｃ 

萬宮きさらＣ 三浦 結衣Ｃ 山田 凜花Ｃ 

横野 沙英Ｃ 吉川 朋花Ｃ 米内山智子Ｃ 

青森県 

梅田 皐月Ｃ 鴨澤 友子Ｃ 古川 芳庭Ｃ 

佐藤 正基Ｃ 竹内 藍水Ｃ 長谷川三津Ｃ 

廣田 温子Ｃ 村井 果林Ｃ 百田美智子Ｃ 

柳町 由美Ｃ 山内千代子Ｃ 

岩手県 

阿部 露香Ｃ 臼井 雨聲Ｃ 小國 春花Ｃ 

小野寺瑤草Ｃ 川村 春扇Ｃ 菊池 径雪Ｃ 

千葉 翠園Ｃ 冨澤 鮮舟Ｃ 中内 彩花Ｃ 

中辻 珠苑Ｃ 新沼 梅苑Ｃ 野々浦秋月Ｃ 

前川 美流Ｃ 和田 溪葉Ｃ 渡邉 春霞Ｃ 

渡邊 翠泉Ｃ 

宮城県 

安藤 幸枝Ｃ 作間 裕美Ｃ 桜井能理子Ｃ 
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福島県 

石井 扁舟Ｃ 片桐 壽石Ｃ 菅野 登美Ｃ 

黒澤 喜紅Ｃ 近藤 青波Ｃ 佐久間麻里Ｃ 

佐藤 和子Ｃ 鈴木 御幸Ｃ 田崎 豊雲Ｃ 

田崎 梨周Ｃ 中村 陽子Ｃ 三品 公子Ｃ 

安田 周知Ｃ 渡邉 剛彦Ｃ 

茨城県 

大瀧 滋美Ｂ 坂本 啓子Ｃ 下条 凱心Ｂ 

津島 規雪Ｂ 

栃木県 

青木 道亨Ｃ 菊地 祥雪Ｃ 佐々木真由美Ｃ 

勝二 妙子Ｂ 渡邉  俊Ｂ 

群馬県 

青木 一渓Ｂ 齋藤 美好Ｂ 中島 楓月Ｂ 

埼玉県 

浅野 明子Ｃ 阿部 逢太Ｂ 岩堀 博子Ｃ 

臼杵 英枝Ｂ 大澤 衣美Ｃ 太田 和恵Ｂ 

小原 和子Ｂ 折橋 通予Ｂ 金子 智紀Ｃ 

金子 容子Ｃ 熊野 月泉Ｂ 栗原 成佳Ｂ 

小嶋 亮堂Ｂ 小島 玲嵩Ｂ 木幡 良子Ｂ 

小峯 幸山Ｃ 近藤 静子Ｂ 齋藤 啓雪Ｂ 

齋藤 秀子Ｂ 澤目 真希Ｂ 庄司 里美Ｃ 

杉岡 真紀Ｂ 高橋 彩恵Ｃ 田中 抄佳Ｂ 

中山 怜美Ｃ 並木 成蓉Ｂ 成家 玉扇Ｃ 

仁科 雅代Ｃ 西野 真央Ｃ 根岸 利枝Ｂ 

濵名 郁華Ｃ 東  靖宏Ｃ 平子 久美Ｃ 

藤沢 芙桜Ｂ 星野眞智子Ｃ 簑輪 恵苑Ｂ 

安野  優Ｂ 

千葉県 

池畑 清華Ｂ 岡本 泰子Ｃ 小川 千秀Ｂ 

加納 清美Ｂ 亀岡 浩美Ｂ 小西  岳Ｃ 

佐藤有希子Ｂ 佐藤 龍一Ｃ 佐野 啓翆Ｂ 

篠田 皓月Ｃ 庄司 倫江Ｃ 白鳥 礼子Ｃ 

鈴木 篁香Ｃ 高橋 賢雪Ｂ 立野 直子Ｂ 

時谷 君子Ｂ 内藤 爽香Ｂ 中村小百合Ｂ 

野崎 光子Ｂ 平嶋 雅代Ｃ 藤井 友子Ｂ 

古里とも子Ｃ 桝井 正樹Ｃ 松丸 寿江Ｃ 

森  玉華Ｂ 山口 靖雲Ｂ 山本 万結Ｃ 

東京都 

縣  美保Ｂ 雨宮 香祥Ｃ 石井  綾Ｂ 

石井 敬子Ｃ 石川 純子Ｂ 石橋 清香Ｃ 

市橋 恵華Ｃ 伊藤 雅一Ｂ 伊藤由偉子Ｃ 

井上 雅勇Ｃ 岩永 陽光Ｂ 上江洲奈都子Ｃ 

上野 雪華Ｂ 遠藤 智寛Ｂ 大川 崇子Ｃ 

大島 智子Ｃ 大塚 優子Ｂ 大原萌乃香Ｂ 

大洞 菜穂Ｃ 緒方愛吹芽Ｃ 小川 李蘭Ｃ 

尾崎 秀穂Ｂ 小澤 泉雪Ｂ 小田 明枝Ｂ 

小田島 彩Ｃ 加古 游雪Ｂ 勝木 愛永Ｃ 

金子 友子Ｂ 兼松美智子Ｂ 神山 善鈴Ｃ 

川崎 笑子Ｂ 神田絵美子Ｃ 菊池 芳雲Ｂ 

木津 愛瑚Ｃ 木戸 美佳Ｂ 木村 敦子Ｃ 

木村 思江Ｃ 工藤 元美Ｃ 倉島 花雪Ｂ 

河内真理子Ｃ 古賀麻沙代Ｃ 小島 黄雪Ｂ 

桜井 佳泉Ｂ 佐々木順紗Ｂ 佐是 京子Ｂ 

佐籐  理Ｃ 佐藤 雅翠Ｃ 佐藤 朋子Ｂ 

佐藤 亮司Ｃ 三部 華榮Ｃ 志田 雅泉Ｂ 

柴田 聖子Ｂ 渋澤 敏美Ｃ 島田 知子Ｃ 

島村 櫻華Ｂ 白毛 尚風Ｂ 鈴木  優Ｃ 

鈴木 雄峰Ｂ 関谷 英雪Ｂ 高木 光子Ｃ 

高島 麻未Ｃ 高橋 等雪Ｂ 高柳 由住Ｂ 

田栗ひかりＣ 武居 文江Ｃ 竹田 美保Ｃ 

立川 義人Ｂ 田中 禮雪Ｂ 田村 茶雪Ｂ 

土渕 知子Ｂ 飛松 涼太Ｃ 長島 大樹Ｂ 

中西 好子Ｂ 中村 設子Ｂ 浪岡眞珠美Ｂ 

西村 仁美Ｂ 能登谷三恵子Ｃ 羽毛田久翠Ｃ 

橋本 佳枝Ｃ 早水梨々花Ｂ 平田 希凰Ｂ 

廣兼 寿美Ｃ 福島 寿恵Ｂ 藤澤 志保Ｃ 

堀内 爽絢Ｂ 堀野 颯歩Ｃ 前田 宮江Ｃ 

松井萬留美Ｃ 松田 香泉Ｃ 松宮 愛結Ｂ 

三浦 幸子Ｂ 宮崎 春雪Ｂ 宮之原陽子Ｂ 

三好 聴雪Ｂ 本橋 采依Ｂ 森下 青琉Ｂ 

矢野  宏Ｂ 矢吹 佳園Ｂ 山口 剛雪Ｂ 

山田 香織Ｃ 山田 香夢Ｂ 吉田早百合Ｃ 

吉武 佳水Ｃ 吉成 冀祥Ｃ 米山 淳子Ｂ 

渡部 令雪Ｂ 

神奈川県 

相原 夕佳Ｂ 板橋 康子Ｂ 太田 末利Ｃ 

大野 大河Ｂ 小笠原 幹Ｃ 小川 清美Ｃ 

貝瀬  栞Ｂ 香川 彩華Ｂ 河原 恵子Ｃ 

岸  最月Ｃ 木塚 麻友Ｃ 木村 友我Ｃ 

木村 淑恵Ｂ 久保埜大樹Ｃ 軍司 桃慶Ｃ 

小林 水鳳Ｂ 小林 清翆Ｃ 小松 美恵Ｂ 

斉藤 華澄Ｃ 真田 雲舟Ｂ 座間 攻雪Ｂ 

柴山結香里Ｂ 下田 英子Ｃ 新藤 紘季Ｃ 

菅沼 華泉Ｂ 鈴木摩佐子Ｂ 関口 紫月Ｃ 

高石 玲華Ｃ 高橋 康子Ｃ 田村 篤夫Ｃ 

千葉 美紀Ｃ 藤花 宏實Ｂ 中村 沙玲Ｂ 

七澤 盛郎Ｂ 根本恵利加Ｃ 橋本 天音Ｃ 

長谷川華峰Ｂ 羽磨 璃弓Ｃ 原田 七洋Ｂ 

政岡 照美Ｃ 真坂美奈子Ｃ 正木 時雨Ｃ 

町田 光夏Ｂ 山崎 茜翔Ｃ 山村智香子Ｃ 

山守 静代Ｃ 

富山県 

太田 光風Ｃ 川口 清美Ｃ 北野 星琴Ｃ 

黒田 南歩Ｃ 椎名 真広Ｃ 四十万香里Ｃ 

谷田 葉月Ｃ 田村 明翠Ｃ 富田 典子Ｃ 

中山 貴郁Ｃ 野中麻衣子Ｃ 伴  珠楊Ｃ 

村木 夏実Ｃ 村田 結霞Ｃ 山本 悠真Ｃ 

福井県 

岡野 貴舟Ｃ 
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長野県 

荻無里涼苑Ｃ 深澤 瑛泉Ｃ 三村 春窓Ｃ 

岐阜県 

野田 愛梨Ｃ 

静岡県 

大沼 由紀Ｂ 須崎 耀太Ｃ 高野 芳竹Ｃ 

武口 舞香Ｂ 田島 光琉Ｂ 平川 彩日Ｃ 

三浦 一航Ｂ 

愛知県 

青木 優七Ｃ 安保 育子Ｃ 安藤 希倫Ｃ 

池戸 美月Ｃ 生駒 香帆Ｃ 石黒 麗月Ｃ 

石田 純子Ｃ 稲垣 嘉雅Ｃ 大森 祐子Ｃ 

沖  高司Ｃ 奥村 佳美Ｃ 小塩裕美子Ｃ 

尾関あずさＣ 貝谷 溪仙Ｃ 加藤 恵里Ｃ 

木野 大樹Ｃ 木全 世子Ｃ 黒川 雅代Ｃ 

黒澤 佳湖Ｃ 島崎 愛梨Ｃ 清水 佳江Ｃ 

清水 琴理Ｃ 椙村 百折Ｃ 鈴木 咲羽Ｃ 

鈴木 澄恵Ｃ 鈴木ふゆ香Ｃ 関口 龍一Ｃ 

園田 遥斗Ｃ 高田  隼Ｃ 高田 有紗Ｃ 

高田うららＣ 高月 優実Ｃ 高羽 菜月Ｃ 

武内 恵谷Ｃ 竹下 陽菜Ｃ 竹畑 智貴Ｃ 

田中 寿風Ｃ 田辺 慶紀Ｃ 谷川 成龍Ｃ 

寺井 嘉有Ｃ 中井 優翔Ｃ 長尾 有紗Ｃ 

長坂 光舟Ｃ 中島  優Ｃ 中村 海康Ｃ 

成瀬 悠泉Ｃ 縄田 詩乃Ｃ 服部 真玖Ｃ 

服部 真侑Ｃ 樋口 春美Ｃ 菱田真美子Ｃ 

日比野ひなのＣ 平本 笙起Ｃ 真城 光瑠Ｃ 

松永 佳扇Ｃ 宮島 愛佳Ｃ 村上 果保Ｃ 

安井 瑞希Ｃ 山口  泉Ｃ 山本 周弥Ｃ 

若杉 尚哉Ｃ 和田香奈子Ｃ 渡邉 双輝Ｃ 

渡辺 房子Ｃ 

三重県 

上田 馨星Ｃ 川  明水Ｃ 佐伯 恭子Ｃ 

滋賀県 

橋口 美紀Ｃ 

京都府 

桶  紫月Ｃ 井田 美咲Ｃ 今西 衣織Ｃ 

大嶋 江華Ｃ 大槻 和奏Ｃ 小野寺智美Ｃ 

加藤由美子Ｃ 近藤 百代Ｃ 坂口はる菜Ｃ 

佐藤 真里Ｃ 新川 美羽Ｃ 冨永  怜Ｃ 

鍋田 菁佳Ｃ 西垣 臣代Ｃ 西出 結喜Ｃ 

西村 遊水Ｃ 橋永 優依Ｃ 濱井 春採Ｃ 

福本 未空Ｃ 松田 鮮草Ｃ 村井 香雲Ｃ 

森  佳子Ｃ 森田 節子Ｃ 

大阪府 

井上 光樹Ｃ 高木 恵彩Ｃ 田中 暉翔Ｃ 

中尾 凌玄Ｃ 廣田 裕美Ｃ 細谷 靖典Ｃ 

峰  静香Ｃ 森宗 佑月Ｃ 山本 恵子Ｃ 

兵庫県 

市野 康一Ｃ 太田 千皓Ｃ 大野 詩織Ｃ 

垣内 翠峰Ｃ 亀村 白麗Ｃ 佐古田紅芳Ｃ 

田畑 知之Ｃ 豊田 靖奈Ｃ 中尾知英子Ｃ 

野田 陽菜Ｃ 野妻  綾Ｃ 樋口 裕希Ｃ 

深江 裕子Ｃ 三宅 由姫Ｃ 村上 範子Ｃ 

和多田尚司Ｃ 

和歌山県 

西端 琴舟Ｃ 萩野 隆翠Ｃ 水畑 恵華Ｃ 

南  玉萌Ｃ 

鳥取県 

小泉 隆雲Ｃ 

島根県 

池田 禮子Ｃ 卯木 美舟Ｃ 奥名 清水Ｃ 

竹内 彩葉Ｃ 広戸 遊雲Ｃ 

岡山県 

神田 敬三Ｃ 小西 寳香Ｃ 小林 由華Ｃ 

望月 春翠Ｃ 

広島県 

小椋 清舜Ｃ 松井 祐樹Ｃ 

山口県 

安徳沙也加Ｃ 井上 颯音Ｃ 國吉 淡草Ｃ 

佐伯 汀鶴Ｃ 椙山 小蜂Ｃ 富永 朱音Ｃ 

中村 翠郊Ｃ 原田 紫鳳Ｃ 前川 彩鳳Ｃ 

松本 玄勝Ｃ 

徳島県 

後藤 乃愛Ｃ 中西 之桐Ｃ 山本  勇Ｃ 

香川県 

洲崎 美子Ｃ 

高知県 

田中 麻予Ｃ 

福岡県 

岩坪 有香Ｃ 内田 葉光Ｃ 奥  千鶴Ｃ 

河野 亜美Ｃ 黒屋 桐花Ｃ 桑名 涼苑Ｃ 

佐藤 柏葉Ｃ 城  幸代Ｃ 塚本 真唯Ｃ 

西村 恵水Ｃ 平井 翠峰Ｃ 前田 紫苑Ｃ 

円山 鴻風Ｃ 村上 純子Ｃ 森重 幽香Ｃ 

吉岡 妙子Ｃ 

長崎県 

草野 香苑Ｃ 草野 墨翆Ｃ 山下 朱華Ｃ 
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大分県 

板井 弓枝Ｃ 宇津宮祐子Ｃ 小野 貫道Ｃ 

小原 枝光Ｃ 川原 春明Ｃ 神崎 雪華Ｃ 

掬月 智海Ｃ 木下 小鶴Ｃ 熊谷 稔華Ｃ 

佐知美智子Ｃ 竹下 裕子Ｃ 田中千愛美Ｃ 

土谷真由美Ｃ 藤田 昭平Ｃ 藤本  明Ｃ 

松井 瑛美Ｃ 三浦 留美Ｃ 脇谷 紫音Ｃ 

宮崎県 

大山 歩月Ｃ 高石 和艸Ｃ 

ＵＳＡ 

キリアン無心Ｂ マッカローアンドリューＢ ミラー香輝Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――篆刻・刻字部―― 

福島県 

鈴木 煌岳Ｃ 

栃木県 

岡田 茉紘Ａ 小谷野晴美Ａ 杉山 真理Ａ 

千葉県 

大庫 朱理Ａ 段木賀津也Ａ 林  夏實Ａ 

真下 良祐Ａ 松沢 栄一Ａ 

東京都 

白勢 玲子Ａ 多加谷大二郎Ａ 戸塚誠一郎Ａ 

中野  蓮Ａ 中村 裕美Ａ 平賀 友子Ａ 

真野ちあさＡ 

神奈川県 

大木八重子Ａ 河原 恵子Ａ 黒栁 望弥Ａ 

小林依織奈Ａ 佐藤 蔵吉Ａ 刃 千鶴子Ａ 

高島 章生Ａ 高橋  守Ａ 馬場喜美子Ａ 

溝呂木利明Ａ 三橋 基二Ａ 和智 一子Ａ 

富山県 

柴田 智子Ｃ 日南田清風Ｃ 

長野県 

織田 晴苑Ｃ 水口 碧光Ｃ 

三重県 

富士井馨月Ｃ 

広島県 

佐々木喜香Ｃ 

福岡県 

川畑 虚空Ｃ 川畑 祥雲Ｃ 

大分県 

高橋 眉風Ｃ 

宮崎県 

原口 青嶽Ｃ 
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