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二 科 入 賞 者 名 簿 
 

漢  字  部 

二 科 賞 

 青木 千鶴(北海道)Ｂ 赤間 美夏(北海道)Ｂ 秋田 夏美(岐 阜)Ｂ 秋吉 三樺(神奈川)Ｂ 

 淺田 侑野(愛 知)Ｂ 浅野  萌(岐 阜)Ｂ 天野  賢(千 葉)Ｂ 荒井 美絵(富 山)Ｂ 

 荒木 静春(東 京)Ｂ 荒巻 海棠(東 京)Ｂ 池田 珠蘭(大 阪)Ｂ 池田七夕梨(北海道)Ｂ 

 石井 佳織(大 分)Ｂ 石井 友梨(埼 玉)Ｂ 石川 優奈(愛 知)Ｂ 石原 水蒲(栃 木)Ｂ 

 井波 水希(岐 阜)Ｂ 岩下 明生(東 京)Ｂ 上柿 成美(北海道)Ｂ 植木 華純(大 分)Ｂ 

 上田 千帆(愛 知)Ｂ 牛島 白蘭(福 岡)Ｂ 氏原 令賀(大 阪)Ｂ 内久根翠鳳(千 葉)Ｂ 

 内田 珠翠(東 京)Ｂ 浦  優人(大 阪)Ｂ 永徳 秀華(大 分)Ｂ 遠藤 春雪(東 京)Ｂ 

 大井 右鶯(神奈川)Ｂ 扇子 富美(富 山)Ｂ 大越 聰子(千 葉)Ｂ 太田 結菜(北海道)Ｂ 

 大塚 由佳(千 葉)Ｂ 大塚由紀子(埼 玉)Ｂ 大橋 幸子(栃 木)Ｂ 大橋 夏海(北海道)Ｂ 

 大村 大秀(静 岡)Ｂ 岡野 亜耶(埼 玉)Ｂ 岡村実花子(愛 知)Ｂ 尾木 柳風(東 京)Ｂ 

 小田桐紫光(宮 城)Ｂ 小原ひかる(岐 阜)Ｂ 小山佳緒里(東 京)Ｂ 柿沼 優香(北海道)Ｂ 

 鹿島 菜華(千 葉)Ｂ 加藤亜紀代(愛 知)Ｂ 加藤 智子(埼 玉)Ｂ 椛澤 真輝(神奈川)Ｂ 

 川上 武士(東 京)Ｂ 川田  咲(北海道)Ｂ 川邊 恵霞(茨 城)Ｂ 河村 佳子(北海道)Ｂ 

 菊地 汀紗(北海道)Ｂ 喜多 翠峰(東 京)Ｂ 北浦  満(北海道)Ｂ 木立 彩香(北海道)Ｂ 

 木下 夏希(大 分)Ｂ 木本 彩子(東 京)Ｂ 草野 珠光(北海道)Ｂ 楠岡 真喜(東 京)Ｂ 

 工藤  泰(青 森)Ｂ 倉持 綾希(千 葉)Ｂ 小泉 虹彩(東 京)Ｂ 糀谷 咲月(兵 庫)Ｂ 

 小林 胡桃(千 葉)Ｂ 小林 美沙(千 葉)Ｂ 小松 彩花(岐 阜)Ｂ 小宮 茉莉(東 京)Ｂ 

 小山 昌代(神奈川)Ｂ 近藤 春日(千 葉)Ｂ 齊木 早苗(北海道)Ｂ 齋藤 卓哉(新 潟)Ｂ 

 坂井 萌香(長 野)Ｂ 桜井 水翠(東 京)Ｂ 迫田 明莉(北海道)Ｂ 笹川 瑞恵(神奈川)Ｂ 

 佐藤加奈子(大 阪)Ｂ 佐藤知恵子(東 京)Ｂ 佐野 尚峰(千 葉)Ｂ 澤田 佳苑(神奈川)Ｂ 

 篠崎 晴菜(埼 玉)Ｂ 島田 義孝(神奈川)Ｂ 嶋田 麗水(東 京)Ｂ 嶋村 暁雲(東 京)Ｂ 

 島本  葵(京 都)Ｂ 集山 明風(三 重)Ｂ 神藤智恵美(神奈川)Ｂ 新保 麗水(北海道)Ｂ 

 杉田 真由(東 京)Ｂ 杉村 涼風(北海道)Ｂ 須郷 恵霞(北海道)Ｂ 須郷 李葉(北海道)Ｂ 

 鈴木 陽子(東 京)Ｂ 須田 伸子(千 葉)Ｂ 砂坂 恵美(愛 知)Ｂ 関  翔平(埼 玉)Ｂ 

 瀬戸口柳栞(東 京)Ｂ 高野 海砂(北海道)Ｂ 竹内 裕美(東 京)Ｂ 竹沢 尚泰(北海道)Ｂ 

 武田 燈泉(東 京)Ｂ 樽谷 栄佳(埼 玉)Ｂ 塚田 茉幸(富 山)Ｂ 柘植 彩子(東 京)Ｂ 

 坪内千恵子(埼 玉)Ｂ 寺島 蘭子(東 京)Ｂ 土井 秀栖(愛 知)Ｂ 遠山 里織(大 分)Ｂ 

 都倉 千晶(東 京)Ｂ 富田 燕人(大 阪)Ｂ 豊岡 遼大(京 都)Ｂ 鳥塚 幽蘭(埼 玉)Ｂ 

 中久保枩植(北海道)Ｂ 中澤 未希(埼 玉)Ｂ 中谷 愛音(愛 知)Ｂ 中西 瑞泉(大 阪)Ｂ 

 中原 美苑(神奈川)Ｂ 中村 千佳(神奈川)Ｂ 中山 佳栄(神奈川)Ｂ 奈良 伯月(埼 玉)Ｂ 

 奈良 有希(青 森)Ｂ 成田  量(千 葉)Ｂ 難波 風聲(神奈川)Ｂ 西尾 柳輝(兵 庫)Ｂ 

 西村  藍(北海道)Ｂ 野寄 香勢(神奈川)Ｂ 法原 未来(栃 木)Ｂ 花谷 涼子(千 葉)Ｂ 

 花箭 千春(大 分)Ｂ 濵  千波(東 京)Ｂ 原  律子(北海道)Ｂ 原田恵美子(埼 玉)Ｂ 

 平瀬 佳世(北海道)Ｂ 布川 志芳(千 葉)Ｂ 藤井 碧峰(富 山)Ｂ 二上 英子(富 山)Ｂ 

 古市 理子(岐 阜)Ｂ 細井 隼人(神奈川)Ｂ 堀井 夏哥(埼 玉)Ｂ 前 記代子(北海道)Ｂ 

 前 めぐみ(富 山)Ｂ 前島 天静(埼 玉)Ｂ 前野 房枝(東 京)Ｂ 町田 公次(埼 玉)Ｂ 

 松井 江雲(北海道)Ｂ 松井 智恵(神奈川)Ｂ 松尾佐智子(東 京)Ｂ 松木 梨紗(北海道)Ｂ 

 松村 妙子(富 山)Ｂ 三瀬めぐみ(東 京)Ｂ 宮崎 裕衛(京 都)Ｂ 森  節子(埼 玉)Ｂ 

 森  優香(茨 城)Ｂ 森川 翠泉(東 京)Ｂ 森田  茜(千 葉)Ｂ 森田 美恵(神奈川)Ｂ 

 守本  彩(千 葉)Ｂ 安田 之龍(大 阪)Ｂ 安原 明古(大 阪)Ｂ 安原 梨都(京 都)Ｂ 
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 山内 丹嶺(兵 庫)Ｂ 山崎 佳泉(兵 庫)Ｂ 山下 友希(神奈川)Ｂ 山田 紫蘭(埼 玉)Ｂ 

 山田 美樹(東 京)Ｂ 山本 有華(埼 玉)Ｂ 雪森 真紗(東 京)Ｂ 横田 彩月(東 京)Ｂ 

 吉岡 尚子(東 京)Ｂ 吉田 昌葩(千 葉)Ｂ 吉本  翠(栃 木)Ｂ 若菜 陽子(千 葉)Ｂ 

 渡部 東彩(埼 玉)Ｂ 綿貫 千帆(千 葉)Ｂ 

 

か  な  部 

二 科 賞 

 石塚 昌子(東 京)Ｂ 宇津木和栄(東 京)Ｂ 太田 純子(東 京)Ｂ 大橋 厚子(東 京)Ｂ 

 川崎 幸子(東 京)Ｂ 喜多 淑佳(北海道)Ｂ 下村 京子(神奈川)Ｂ 多田 英子(北海道)Ｂ 

 畠山  愛(北海道)Ｂ 平川 明美(神奈川)Ｂ 深田 幸祐(東 京)Ｂ 松吉 裕美(東 京)Ｂ 

 山下 範子(神奈川)Ｂ 渡辺 洋子(北海道)Ｂ 

 

詩 文 書 部 

二 科 賞 

 青木 千鶴(北海道)Ｂ 赤間 美夏(北海道)Ｂ 浅井 康子(茨 城)Ｂ 中  稜游(東 京)Ｂ 

 石田 悠鳳(山 口)Ｂ 石橋 花鈴(長 崎)Ｂ 石本 由紀(兵 庫)Ｂ 和泉田北煌(北海道)Ｂ 

 出雲路順子(神奈川)Ｂ 伊勢 勤子(岩 手)Ｂ 磯  岬希(栃 木)Ｂ 板林 翠露(岩 手)Ｂ 

 井出 翠風(愛 知)Ｂ 稲葉 理恵(愛 知)Ｂ 井上加奈子(東 京)Ｂ 井上 直樹(富 山)Ｂ 

 岩崎  彩(神奈川)Ｂ 内村 恵子(神奈川)Ｂ 永徳 秀華(大 分)Ｂ 及川 燈花(岩 手)Ｂ 

 大井 右鶯(神奈川)Ｂ 大重こころ(愛 知)Ｂ 小川芙由子(東 京)Ｂ 長田 綾乃(静 岡)Ｂ 

 長内 則子(東 京)Ｂ 笠木 理沙(埼 玉)Ｂ 片山 知恵(愛 知)Ｂ 加藤 松行(埼 玉)Ｂ 

 加藤 千秋(愛 知)Ｂ 川上真里奈(北海道)Ｂ 河原亜利紗(北海道)Ｂ 木田 栄子(愛 知)Ｂ 

 倉本 清竹(東 京)Ｂ 桑山 有倭(愛 知)Ｂ 小西芽衣子(北海道)Ｂ 小林 素月(福 島)Ｂ 

 小村 佳将(広 島)Ｂ 坂井 萌香(長 野)Ｂ 笹尾 治美(大 分)Ｂ 佐々木律彰(福 岡)Ｂ 

 佐田 馨春(福 岡)Ｂ 佐藤 忠廣(北海道)Ｂ 繁村 友歩(東 京)Ｂ 島津 弘美(埼 玉)Ｂ 

 白石 紅蘭(福 島)Ｂ 新紺 遥香(埼 玉)Ｂ 杉谷 美香(神奈川)Ｂ 関根 裕子(福 島)Ｂ 

 田中 美香(愛 知)Ｂ 芹澤 仁美(富 山)Ｂ 高瀨 康太(富 山)Ｂ 高橋 千尋(岐 阜)Ｂ 

 高橋 玲子(北海道)Ｂ 滝川 帆南(愛 知)Ｂ 武市 佳峰(愛 知)Ｂ 竹山 和子(埼 玉)Ｂ 

 田中 湖月(広 島)Ｂ 谷川由希子(愛 知)Ｂ 田村 千寿(大 分)Ｂ 津島 裕子(東 京)Ｂ 

 戸田 彩水(京 都)Ｂ 冨田 武夫(愛 知)Ｂ 鳥居 壮瑠(愛 知)Ｂ 長澤 風花(北海道)Ｂ 

 中村 浩子(大 分)Ｂ 中村 美保(埼 玉)Ｂ 那須 清美(埼 玉)Ｂ 成田  量(千 葉)Ｂ 

 西垣沙矢香(兵 庫)Ｂ 西口美千子(群 馬)Ｂ 西本 香琳(熊 本)Ｂ 新田 喜男(東 京)Ｂ 

 野中 花遊(北海道)Ｂ 野村 紅雨(山 口)Ｂ 野本 伯芳(埼 玉)Ｂ 端崎 絢子(富 山)Ｂ 

 羽柴美代子(神奈川)Ｂ 畠山 芳和(千 葉)Ｂ 服部 淑子(東 京)Ｂ 馬場 千聖(北海道)Ｂ 

 濵  千波(東 京)Ｂ 林  紅甫(愛 知)Ｂ 林  順子(神奈川)Ｂ 秡川 紫紅(福 島)Ｂ 

 平井 綾子(埼 玉)Ｂ 平間  萩(北海道)Ｂ 広瀨 美代(北海道)Ｂ 藤井 溪雨(愛 知)Ｂ 

 細井 隼人(神奈川)Ｂ 細木 華音(北海道)Ｂ 前島 恵心(東 京)Ｂ 増田 愛子(北海道)Ｂ 

 増野 裕保(埼 玉)Ｂ 増渕 和子(栃 木)Ｂ 水野 千春(北海道)Ｂ 森  彩乃(北海道)Ｂ 

 守本  彩(千 葉)Ｂ 安原 梨都(京 都)Ｂ 矢内久美子(福 島)Ｂ 山崎 香佳(千 葉)Ｂ 

 山崎 友香(富 山)Ｂ 山下 桂華(京 都)Ｂ 山田 和枝(群 馬)Ｂ 山田 美穂(富 山)Ｂ 

 湯浅真知子(神奈川)Ｂ 雪野 志須(大 分)Ｂ 吉田 紡雪(東 京)Ｂ 若杉 怜華(愛 知)Ｂ 

 渡邉眞智子(埼 玉)Ｂ 
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篆刻・刻字部 

二 科 賞 

 跡治 宗和(富 山)Ａ 池田  正(長 野)Ａ 石郷岡菜月(千 葉)Ａ 石渡 道夫(神奈川)Ａ 

 笠原 文男(福 島)Ａ 高橋 眉風(大 分)Ａ 藤沼 亜衣(栃 木)Ａ 

 

 

 

 

漢  字  部 

準 二 科 賞 

 相川 恵子(東 京)Ｂ 青海 絵公(富 山)Ｃ 青木 泉帆(岐 阜)Ｃ 青木花奈枝(東 京)Ｂ 

 青木富美恵(東 京)Ｂ 青島美智子(静 岡)Ｂ 秋本 和江(千 葉)Ｂ 浅川 晨緒(埼 玉)Ｂ 

 浅川 游雪(栃 木)Ｂ 浅野 仁柾(北海道)Ｃ 浅野 裕香(愛 知)Ｃ 阿部亜沙子(神奈川)Ｂ 

 阿部 史歩(大 分)Ｃ 阿部ひらり(北海道)Ｃ 阿保 星海(青 森)Ｃ 荒木駿之介(埼 玉)Ｂ 

 安藤千恵子(神奈川)Ｂ 安楽 苑子(東 京)Ｂ 飯野 恭子(富 山)Ｃ 猪狩 禎子(千 葉)Ｂ 

 猪狩 百子(千 葉)Ｂ 石倉 美彩(富 山)Ｃ 石田 雅雲(北海道)Ｃ 石田 溪月(千 葉)Ｂ 

 石野恵美子(神奈川)Ｂ 石野 幹紀(東 京)Ｂ 石丸 桃子(北海道)Ｃ 出海 禮子(東 京)Ｂ 

 磯部 久子(千 葉)Ｂ 市来 泰子(千 葉)Ｂ 市谷 静江(東 京)Ｂ 猪爪 幸子(東 京)Ｂ 

 出井 智子(埼 玉)Ｂ 伊東 悦子(東 京)Ｂ 伊藤菜奈子(新 潟)Ｃ 伊東 真里(千 葉)Ｂ 

 伊藤  恵(東 京)Ｂ 稲尾由佳梨(大 分)Ｃ 今井 智子(新 潟)Ｃ 今橋 由利(愛 知)Ｃ 

 岩本 聡子(東 京)Ｂ 岩本 幸枝(神奈川)Ｂ 上田 沙弥(山 口)Ｃ 上田 翔平(神奈川)Ｂ 

 上野山久美子(大 阪)Ｃ 内田 瑞風(神奈川)Ｂ 内山 紀子(北海道)Ｃ 宇野 成隆(京 都)Ｃ 

 梅津 涛波(山 形)Ｃ 浦  菜月(北海道)Ｃ 漆山 永吉(山 形)Ｃ 江崎 愛美(神奈川)Ｂ 

 江塚 小竹(東 京)Ｂ 榎本 小竹(埼 玉)Ｂ 遠藤 杏華(神奈川)Ｂ 遠藤 秀明(千 葉)Ｂ 

 大神 順風(東 京)Ｂ 大川 海南(兵 庫)Ｃ 大久保由佳(北海道)Ｃ 大河内君江(愛 知)Ｃ 

 大塩 珠美(大 分)Ｃ 太田 玉鳳(東 京)Ｂ 大竹みゆき(千 葉)Ｂ 大竹 百香(千 葉)Ｂ 

 大谷 和史(埼 玉)Ｂ 大谷 悠香(高 知)Ｃ 大塚 政敏(千 葉)Ｂ 大西 玉葉(北海道)Ｃ 

 大西 拓斗(北海道)Ｃ 大野かおり(東 京)Ｂ 大橋 美友(富 山)Ｃ 大前 安生(京 都)Ｃ 

 岡崎 勝見(埼 玉)Ｂ 岡田 真奈(愛 知)Ｃ 岡林 美樹(東 京)Ｂ 岡部 溪艸(千 葉)Ｂ 

 岡本 輝泉(東 京)Ｂ 岡本 泰子(千 葉)Ｂ 小川 珪泉(北海道)Ｃ 沖澤 鈴夏(千 葉)Ｂ 

 奥澤 敦子(富 山)Ｃ 奥村 吏来(京 都)Ｃ 長田 草水(山 梨)Ｂ 小野 智子(神奈川)Ｂ 

 小原 万保(北海道)Ｃ 小山 志風(千 葉)Ｂ 折橋 康子(富 山)Ｃ 垣内 孝子(埼 玉)Ｂ 

 春日 敏男(東 京)Ｂ 桂  実果(埼 玉)Ｂ 加藤 光幸(東 京)Ｂ 加藤康太朗(東 京)Ｂ 

 加藤 大弥(埼 玉)Ｂ 加藤 宏子(東 京)Ｂ 角前 洋子(大 阪)Ｃ 金山由紀子(岐 阜)Ｃ 

 上村 尚風(新 潟)Ｃ 亀田奈々恵(東 京)Ｂ 賀山真由美(埼 玉)Ｂ 川上 幸子(群 馬)Ｂ 

 川崎 美怜(北海道)Ｃ 川部 武郎(東 京)Ｂ 瓦谷 陽華(埼 玉)Ｂ 神崎  創(東 京)Ｂ 

 菊地  湾(北海道)Ｃ 岸田 朱實(東 京)Ｂ 北村  汎(東 京)Ｂ 木藤  隼(北海道)Ｃ 

 木村 光耀(神奈川)Ｂ 木村美智子(埼 玉)Ｂ 楠田 清虹(東 京)Ｂ 工藤 大雅(東 京)Ｂ 

 工藤 茉奈(北海道)Ｃ 熊谷 帆夏(北海道)Ｃ 倉持 順子(千 葉)Ｂ 栗原 和夫(神奈川)Ｂ 

 栗山 明之(富 山)Ｃ 黒須美枝子(埼 玉)Ｂ 桑久保達也(埼 玉)Ｂ 桑原美枝子(東 京)Ｂ 

 小泉 章子(東 京)Ｂ 小泉健太郎(東 京)Ｂ 高野瀬紀子(東 京)Ｂ 古結 繭子(兵 庫)Ｃ 

 越坂 真由(北海道)Ｃ 小嶋 彗穂(大 阪)Ｃ 小清水琢人(北海道)Ｃ 後藤 渓星(山 形)Ｃ 

 小西 華代(北海道)Ｃ 小林 永青(千 葉)Ｂ 小林 静泉(福 島)Ｃ 小林 美泉(栃 木)Ｂ 

 小林 佳果(東 京)Ｂ 小林 令鶴(東 京)Ｂ 齋藤ヱツ子(東 京)Ｂ 齊藤 香墨(北海道)Ｃ 

 齋藤 翔太(静 岡)Ｂ 斉藤登志子(東 京)Ｂ 斉藤 美智(富 山)Ｃ 斉藤由利子(千 葉)Ｂ 
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 斉藤 理芳(北海道)Ｃ 齋藤 和葉(静 岡)Ｂ 五月女祐子(栃 木)Ｂ 酒井 夏見(北海道)Ｃ 

 坂井 遥菜(北海道)Ｃ 坂井 穂香(東 京)Ｂ 坂田 正博(富 山)Ｃ 坂本 小松(東 京)Ｂ 

 櫻庭 清香(北海道)Ｃ 佐々木千風(北海道)Ｃ 笹嶋 健人(北海道)Ｃ 笹森 信吾(東 京)Ｂ 

 佐藤  茜(北海道)Ｃ 佐藤 修子(北海道)Ｃ 佐藤 尚子(神奈川)Ｂ 佐藤 尚代(神奈川)Ｂ 

 澤井  薫(神奈川)Ｂ 澤木 雅人(愛 知)Ｃ 澤崎 愛菜(富 山)Ｃ 志賀 玉容(千 葉)Ｂ 

 鹿倉 正恵(神奈川)Ｂ 宍倉 靖子(東 京)Ｂ 嶋津 洛峰(神奈川)Ｂ 下左近明子(兵 庫)Ｃ 

 下田 英子(神奈川)Ｂ 宿利 采加(大 分)Ｃ 主藤 恵水(北海道)Ｃ 上西 亜美(北海道)Ｃ 

 新藤 紘季(神奈川)Ｂ 末光八重子(埼 玉)Ｂ 菅沼 礼泉(静 岡)Ｂ 杉山友希乃(静 岡)Ｂ 

 鈴木 明希(北海道)Ｃ 鈴木 淳子(北海道)Ｃ 鈴木 佐和(東 京)Ｂ 鈴木 雪嶺(神奈川)Ｂ 

 鈴木  徹(東 京)Ｂ 鈴木みのり(千 葉)Ｂ 関谷 友美(東 京)Ｂ 瀬野尾翡水(東 京)Ｂ 

 高木 彩心(岐 阜)Ｃ 高木 治子(東 京)Ｂ 高澤 文恵(富 山)Ｃ 高島真理恵(北海道)Ｃ 

 高田 美雪(東 京)Ｂ 高田 心泉(大 阪)Ｃ 高橋 恵泉(山 口)Ｃ 高橋こず江(京 都)Ｃ 

 高橋  恵(埼 玉)Ｂ 高柳 嘉石(東 京)Ｂ 高山 一穂(埼 玉)Ｂ 瀧本 茉以(北海道)Ｃ 

 田口 雄太(埼 玉)Ｂ 竹井 恵子(大 阪)Ｃ 竹重 紫庭(北海道)Ｃ 竹中 英子(北海道)Ｃ 

 竹原 牧子(北海道)Ｃ 竹本江梨花(北海道)Ｃ 舘洞 怜那(北海道)Ｃ 田中 一滉(北海道)Ｃ 

 田中美知子(愛 知)Ｃ 谷口 朋世(京 都)Ｃ 玉井ちづ子(神奈川)Ｂ 玉木 美里(北海道)Ｃ 

 千葉 轍石(東 京)Ｂ 對馬 琉蓮(東 京)Ｂ 土山 佳子(千 葉)Ｂ 常川恵美子(東 京)Ｂ 

 遠田 謙吉(神奈川)Ｂ 渡嘉敷邦恵(東 京)Ｂ 戸上 綵水(千 葉)Ｂ 富澤 英子(新 潟)Ｃ 

 冨田 拓哉(北海道)Ｃ 富田 明蘭(栃 木)Ｂ 仲栄真柳響(東 京)Ｂ 中川 佳穂(埼 玉)Ｂ 

 中島 和子(大 阪)Ｃ 永田 敦寧(大 分)Ｃ 中西 悦子(東 京)Ｂ 仲原友里子(東 京)Ｂ 

 中道 邦子(埼 玉)Ｂ 中村 涼子(埼 玉)Ｂ 仲谷 春風(北海道)Ｃ 成田 長男(愛 知)Ｃ 

 西岡 淑子(東 京)Ｂ 西崎 影羽(神奈川)Ｂ 西嶋真由美(北海道)Ｃ 西村 和香(北海道)Ｃ 

 二宮加津子(埼 玉)Ｂ 根間 梢渓(埼 玉)Ｂ 野口 朝世(北海道)Ｃ 能勢 房子(千 葉)Ｂ 

 野田 冬華(長 野)Ｃ 野村美津代(埼 玉)Ｂ 羽賀 鶴山(東 京)Ｂ 芳賀 桃華(埼 玉)Ｂ 

 橋爪 奨山(埼 玉)Ｂ 橋本 庄子(東 京)Ｂ 長谷川亜由(愛 知)Ｃ 長谷川彩光(東 京)Ｂ 

 長谷川翔一(埼 玉)Ｂ 長谷川姫花(北海道)Ｃ 服部 香珠(千 葉)Ｂ 服部 翠渕(新 潟)Ｃ 

 花野 恵子(新 潟)Ｃ 林  舞花(北海道)Ｃ 林田紀久男(東 京)Ｂ 原口 春嶺(北海道)Ｃ 

 原澤 鷲山(群 馬)Ｂ 茨田 晃夫(東 京)Ｂ 針田 麻未(東 京)Ｂ 半田 秀華(宮 城)Ｃ 

 久松 玉翠(東 京)Ｂ 尾藤  徹(東 京)Ｂ 平尾 嶺鴻(北海道)Ｃ 平木塲夏愛(東 京)Ｂ 

 平田 理沙(富 山)Ｃ 平野 守伯(東 京)Ｂ 平野 桐邑(栃 木)Ｂ 広岡穂菜美(千 葉)Ｂ 

 広瀬 和彦(東 京)Ｂ 広瀬 玲子(東 京)Ｂ 福島 寿恵(東 京)Ｂ 福島 寿紀(東 京)Ｂ 

 藤井 一嘉(埼 玉)Ｂ 藤井 紫紅(兵 庫)Ｃ 藤田 紫苑(北海道)Ｃ 藤田 珠燈(神奈川)Ｂ 

 冨士原和代(千 葉)Ｂ 藤原 悠里(北海道)Ｃ 古川 鳳洲(北海道)Ｃ 古川 歌炎(東 京)Ｂ 

 古川 眞一(新 潟)Ｃ 穂績 恵雨(千 葉)Ｂ 細田 尚吾(北海道)Ｃ 堀  琴絵(大 分)Ｃ 

 堀内 春蕾(千 葉)Ｂ 堀江 泰弘(神奈川)Ｂ 堀江有理子(東 京)Ｂ 堀川知香子(富 山)Ｃ 

 堀野 心惺(東 京)Ｂ 本多 心鄭(埼 玉)Ｂ 本田 陽光(大 阪)Ｃ 青木 美和(愛 知)Ｃ 

 蒔崎奈桜子(富 山)Ｃ 増田 美瑛(埼 玉)Ｂ 増田 麗花(千 葉)Ｂ 松居 果鈴(北海道)Ｃ 

 松田 享子(東 京)Ｂ 松原 心燁(北海道)Ｃ 松丸 彩蘭(東 京)Ｂ 松丸 康子(千 葉)Ｂ 

 松村 朝実(北海道)Ｃ 松本美智子(神奈川)Ｂ 間宮千香子(東 京)Ｂ 丸田にじほ(北海道)Ｃ 

 三浦 茉弥(岐 阜)Ｃ 三浦 由伽(北海道)Ｃ 三木 実穂(東 京)Ｂ 水落 純子(新 潟)Ｃ 

 水田 千春(兵 庫)Ｃ 水村 穂流(埼 玉)Ｂ 緑川 遊山(埼 玉)Ｂ 湊  史恵(北海道)Ｃ 

 南  克明(北海道)Ｃ 美馬  周(大 阪)Ｃ 宮嵜 夏輝(大 分)Ｃ 宮崎 博子(千 葉)Ｂ 

 宮原  忍(千 葉)Ｂ 村中 孝一(大 阪)Ｃ 村山 和美(東 京)Ｂ 室井 大輔(栃 木)Ｂ 

 望月 美紀(埼 玉)Ｂ 百瀬 紀子(長 野)Ｃ 森  安里(大 分)Ｃ 矢追 冬霞(東 京)Ｂ 

 屋嘉比 琳(東 京)Ｂ 安田 妙子(東 京)Ｂ 安田 有希(富 山)Ｃ 八十川卓洋(東 京)Ｂ 

 弥藤 梨華(愛 知)Ｃ 山内 武雄(新 潟)Ｃ 山口 若菜(神奈川)Ｂ 山崎 筆子(埼 玉)Ｂ 

 山下 希篠(大 阪)Ｃ 山田 高清(愛 知)Ｃ 山田菜々美(千 葉)Ｂ 山田 真琴(埼 玉)Ｂ 
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 山田 龍章(神奈川)Ｂ 山田 怜奈(兵 庫)Ｃ 山田 和奏(北海道)Ｃ 山中 新月(神奈川)Ｂ 

 山中 清麗(愛 知)Ｃ 山本 奈穂(東 京)Ｂ 山本 理恵(北海道)Ｃ 山本 莉花(滋 賀)Ｃ 

 横尾 美保(東 京)Ｂ 横澤 里香(群 馬)Ｂ 横溝 尚嶺(神奈川)Ｂ 吉川 皓子(東 京)Ｂ 

 吉澤 真穂(大 分)Ｃ 吉田 古都(埼 玉)Ｂ 吉田 塘春(福 岡)Ｃ 吉田 宏子(東 京)Ｂ 

 吉田美恵子(東 京)Ｂ 吉原 彩栖(東 京)Ｂ 渡辺早予子(東 京)Ｂ 

 

 

か  な  部 

準 二 科 賞 

 有吉 恭子(神奈川)Ｂ 池澤 礼子(栃 木)Ｂ 稲葉 栞里(北海道)Ｃ 今村 紘子(東 京)Ｂ 

 上原加代子(東 京)Ｂ 小澤ふさ子(東 京)Ｂ 貝澤 風音(北海道)Ｃ 柿崎三津子(北海道)Ｃ 

 川原 政子(東 京)Ｂ 菊池 茜里(北海道)Ｃ 草野 孝代(東 京)Ｂ 椚原 紫扇(神奈川)Ｂ 

 古島 櫻雨(神奈川)Ｂ 佐藤香代子(大 分)Ｃ 杉山  楓(北海道)Ｃ 大東  明(大 分)Ｃ 

 田中里緒菜(北海道)Ｃ 千葉 明美(北海道)Ｃ 中尾 海穂(埼 玉)Ｂ 中川 美咲(北海道)Ｃ 

 難波 潤子(岡 山)Ｃ 野原みづほ(東 京)Ｂ 濱村  愛(東 京)Ｂ 平田由紀子(広 島)Ｃ 

 藤井 瑞子(大 分)Ｃ 古川  綾(東 京)Ｂ 湊谷 洋子(神奈川)Ｂ 宮本東志美(東 京)Ｂ 

 武藤 清子(北海道)Ｃ 

 

 

詩 文 書 部 

準 二 科 賞 

 赤池 孝子(静 岡)Ｂ 阿久津省雪(東 京)Ｂ 浅井 優琳(愛 知)Ｃ 阿部 怜奈(北海道)Ｃ 

 荒井 幸堂(群 馬)Ｂ 荒山 水星(北海道)Ｃ 有熊 玉琴(山 口)Ｃ 飯島 紀江(神奈川)Ｂ 

 伊苅 恭子(愛 知)Ｃ 池田ゆかり(北海道)Ｃ 池本 道子(兵 庫)Ｃ 石川今日子(大 分)Ｃ 

 泉  朝霞(岩 手)Ｃ 一ノ宮 光(大 分)Ｃ 伊藤 聴光(北海道)Ｃ 稲垣 弘道(東 京)Ｂ 

 稲川 京花(愛 知)Ｃ 井上 明子(神奈川)Ｂ 井上美恵子(北海道)Ｃ 猪八重久美(鹿児島)Ｃ 

 茨木 小梅(東 京)Ｂ 岩崎  心(北海道)Ｃ 岩崎 紅紫(東 京)Ｂ 上岡 喜世(山 口)Ｃ 

 上野 宏子(広 島)Ｃ 江口 小娥(東 京)Ｂ 榎本 幸恵(東 京)Ｂ 江原 順子(佐 賀)Ｃ 

 遠藤 大雪(東 京)Ｂ 大形美恵子(兵 庫)Ｃ 大竹 久予(東 京)Ｂ 大塚久美子(鳥 取)Ｃ 

 大塚奈央子(大 分)Ｃ 大鶴 初穂(大 分)Ｃ 大場 洋子(神奈川)Ｂ 大橋 美紀(滋 賀)Ｃ 

 大村 淺晨(埼 玉)Ｂ 岡  俊子(愛 知)Ｃ 岡部 樹泉(東 京)Ｂ 岡村 延子(愛 知)Ｃ 

 岡本 裕鼎(愛 知)Ｃ 小川 美恵(東 京)Ｂ 奥山 秀山(山 形)Ｃ 小澤美絵子(神奈川)Ｂ 

 小塩裕美子(愛 知)Ｃ 小野 春陽(岩 手)Ｃ 小野 栄子(兵 庫)Ｃ 小野寺玲子(神奈川)Ｂ 

 小幡 樹香(北海道)Ｃ 折田 佳音(北海道)Ｃ 加島 祥子(神奈川)Ｂ 加藤 昌楓(東 京)Ｂ 

 加藤美代志(愛 知)Ｃ 門脇 笙華(北海道)Ｃ 金子 英敏(兵 庫)Ｃ 神垣 築美(広 島)Ｃ 

 神沢 妙龍(大 分)Ｃ 河内 裕泉(愛 知)Ｃ 川澄 良子(愛 知)Ｃ 喜田 翠香(東 京)Ｂ 

 木村 於萌(栃 木)Ｂ 淨園理恵子(神奈川)Ｂ 久保 博恵(福 岡)Ｃ 熊谷 清鐘(岩 手)Ｃ 

 熊谷 直哉(東 京)Ｂ 熊谷 稔華(大 分)Ｃ 熊谷 美舟(福 島)Ｃ 熊原美智子(埼 玉)Ｂ 

 倉田智香子(富 山)Ｃ 栗原 妙子(東 京)Ｂ 車谷由美子(富 山)Ｃ 槻  月華(東 京)Ｂ 

 小池 光径(北海道)Ｃ 河野 純香(大 分)Ｃ 小島 静芳(群 馬)Ｂ 小島 美紀(東 京)Ｂ 

 小西真理子(徳 島)Ｃ 小西 玲華(京 都)Ｃ 小林 久女(福 島)Ｃ 小山 松麗(静 岡)Ｂ 

 斎藤 朱莉(神奈川)Ｂ 斉藤 椎夏(北海道)Ｃ 齋藤  惇(東 京)Ｂ 斉藤 里香(岩 手)Ｃ 

 榊原 亜依(北海道)Ｃ 坂野 芳蘭(北海道)Ｃ 櫻井 恵舟(神奈川)Ｂ 桜井 香風(アメリカ)Ｂ 

 佐々木真紀江(千 葉)Ｂ 佐藤 篤子(栃 木)Ｂ 澤田 悦子(神奈川)Ｂ 澤谷  綾(富 山)Ｃ 

 三部 華栄(東 京)Ｂ 四十 靖奨(神奈川)Ｂ 篠原久美子(愛 知)Ｃ 柴野 翠坡(富 山)Ｃ 
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 下田 杏華(東 京)Ｂ 社本  希(北海道)Ｃ 首藤 毬子(大 分)Ｃ 城  幸代(福 岡)Ｃ 

 杉原 紅華(東 京)Ｂ 椙山 青琴(山 口)Ｃ 鈴木  孟(愛 知)Ｃ 鈴木 游里(東 京)Ｂ 

 春原 幸夜(神奈川)Ｂ 角田由美子(大 分)Ｃ 瀬瀧 來織(京 都)Ｃ 曽根千香子(北海道)Ｃ 

 高瀬 鱗光(富 山)Ｃ 高橋 蛍幸(東 京)Ｂ 高橋 乾桜(徳 島)Ｃ 高橋 臣雪(東 京)Ｂ 

 高橋真璃子(東 京)Ｂ 高橋  唯(北海道)Ｃ 高橋裕三子(愛 知)Ｃ 高村 芹奈(北海道)Ｃ 

 瀧本 莉央(北海道)Ｃ 武市 奏香(徳 島)Ｃ 竹内 藍水(青 森)Ｃ 竹中満理奈(愛 知)Ｃ 

 田中香穂里(茨 城)Ｂ 田中 秀山(岩 手)Ｃ 田中 蓉翠(千 葉)Ｂ 谷口 公子(熊 本)Ｃ 

 田原 綾泉(鹿児島)Ｃ 玉井 萬里(東 京)Ｂ 田丸 吟翠(広 島)Ｃ 土屋 貞峰(愛 知)Ｃ 

 筒井 静池(福 岡)Ｃ 刃田 彩華(福 島)Ｃ 積田 麗子(千 葉)Ｂ 鶴口 夏菜(愛 知)Ｃ 

 デイ 馨翠(アメリカ)Ｂ 照井 良平(千 葉)Ｂ 土井 桂子(愛 知)Ｃ 道姓 千莉(東 京)Ｂ 

 遠松  治(愛 知)Ｃ 徳倉 江舟(愛 知)Ｃ 冨澤 鮮舟(岩 手)Ｃ 内藤 赫子(愛 知)Ｃ 

 長岡 由美(埼 玉)Ｂ 中川 恵加(大 阪)Ｃ 長澤 葦穂(東 京)Ｂ 中島 章史(和歌山)Ｃ 

 中西 静山(和歌山)Ｃ 中西 蓮花(京 都)Ｃ 中根 育世(埼 玉)Ｂ 中原 恵瑚(広 島)Ｃ 

 中村 典華(山 口)Ｃ 中村 風香(神奈川)Ｂ 中山 玉松(東 京)Ｂ 新内 裕子(千 葉)Ｂ 

 西方美奈子(北海道)Ｃ 西谷佳保里(北海道)Ｃ 蜷川 理恵(富 山)Ｃ 野崎 伊織(北海道)Ｃ 

 野尻 朋香(北海道)Ｃ 野田 冬華(長 野)Ｃ 信本 良子(神奈川)Ｂ 野村 珠里(北海道)Ｃ 

 萩野谷聡美(栃 木)Ｂ 萩原 淳心(北海道)Ｃ 羽倉 子風(静 岡)Ｂ 畑中 泰凰(山 口)Ｃ 

 浜本 圭子(東 京)Ｂ 林  溪舟(愛 知)Ｃ 日高 柳子(佐 賀)Ｃ 平川 裕甫(東 京)Ｂ 

 平林 玉裳(東 京)Ｂ 廣田 真紀(東 京)Ｂ 福田 有紗(東 京)Ｂ 福原 知子(東 京)Ｂ 

 藤井 明美(岩 手)Ｃ 藤永 琇雲(福 岡)Ｃ 藤本 瑞園(山 口)Ｃ 渕野 法泉(大 分)Ｃ 

 古川三代子(東 京)Ｂ 古田 恵子(兵 庫)Ｃ 町田 鈴凜(北海道)Ｃ 松川 理佳(北海道)Ｃ 

 松木 由美(大 分)Ｃ 松島  馨(富 山)Ｃ 松沼 敏子(埼 玉)Ｂ 松山 悦子(大 分)Ｃ 

 真鍋 莉奈(北海道)Ｃ 間々田悦子(埼 玉)Ｂ 三浦 稲雪(千 葉)Ｂ 三船実為江(岡 山)Ｃ 

 宮之原陽子(東 京)Ｂ 宮本 翠月(大 分)Ｃ 宮本 梨香(富 山)Ｃ 三好 聴雪(東 京)Ｂ 

 村岡 瑞希(神奈川)Ｂ 村上 嘉子(福 岡)Ｃ 村田 小霞(埼 玉)Ｂ 持田加容子(神奈川)Ｂ 

 元吉 寛翠(東 京)Ｂ 桃崎 琇悦(福 岡)Ｃ 森  彩乃(福 岡)Ｃ 守山 芽生(愛 知)Ｃ 

 矢野 瑞苑(京 都)Ｃ 矢野目大紫(東 京)Ｂ 山上 莉奈(京 都)Ｃ 山口 千春(北海道)Ｃ 

 山崎 順子(栃 木)Ｂ 山下 舞奈(京 都)Ｃ 山田 知歩(北海道)Ｃ 山中 紫草(山 口)Ｃ 

 横井 香里(富 山)Ｃ 吉田 裕子(岩 手)Ｃ 吉増 一道(埼 玉)Ｂ 萬  淡舟(岩 手)Ｃ 

 若菜 翠月(愛 知)Ｃ 和田千与里(静 岡)Ｂ 渡邊 和子(大 分)Ｃ 渡辺 千紘(愛 知)Ｃ 

 渡邉 千尋(埼 玉)Ｂ 渡邊 雅子(東 京)Ｂ 

 

 

篆刻・刻字部 

準 二 科 賞 

 青木 霽光(長 崎)Ａ 馬越 優貴(東 京)Ａ 金子 道子(千 葉)Ａ 上之郷栄好(長 崎)Ａ 

 木下 桂子(埼 玉)Ａ 佐々木真実(東 京)Ａ 鈴木 真凜(千 葉)Ａ 玉沖 茂樹(東 京)Ａ 

 千葉 寿重(神奈川)Ａ 中野 亜咲(埼 玉)Ａ 平井 朋華(富 山)Ａ 平林 信雄(東 京)Ａ 

 安野 由志(福 岡)Ａ 吉野  尚(東 京)Ａ 
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二 科 入 選 者 名 簿 
 

 

――漢 字 部―― 

北海道 

青木 拓郎Ｃ 阿南 康真Ｃ 阿部 由枝Ｃ 

阿部 怜奈Ｃ 天野 京子Ｃ 新井  麗Ｃ 

有塚由美子Ｃ 有間 千尋Ｃ 安東 実里Ｃ 

池田 瑞穂Ｃ 池田ゆかりＣ 池之内 隆Ｃ 

石川 幹也Ｃ 和泉友依子Ｃ 伊藤 聴光Ｃ 

稲葉 栞里Ｃ 稲葉 晴香Ｃ 井上 菜緒Ｃ 

井上美恵子Ｃ 井村  航Ｃ 岩崎  心Ｃ 

上村 玄樹Ｃ 右近 灯香Ｃ 宇山真由美Ｃ 

榎本 能巨Ｃ 及川まゆみＣ 太田 若菜Ｃ 

大竹由紀子Ｃ 大西 真央Ｃ 大山 香風Ｃ 

尾形 楓季Ｃ 岡本 清泉Ｃ 岡本 莉奈Ｃ 

小野 亜斗Ｃ 小野  華Ｃ 小野寺彩夏Ｃ 

小野寺貴美Ｃ 小幡 樹香Ｃ 梶 恵理子Ｃ 

勝家 実咲Ｃ 加藤 正子Ｃ 門脇 笙華Ｃ 

金盛 静庭Ｃ 金森 美幸Ｃ 金子 慎也Ｃ 

鎌田 友子Ｃ 上浦登美子Ｃ 河端 真由Ｃ 

北島  檀Ｃ 北村 史子Ｃ 熊谷伊万里Ｃ 

粂 奈々子Ｃ 栗田 頌久Ｃ 栗原 未有Ｃ 

栗谷川瑠華Ｃ 小池 華央Ｃ 後藤 愛香Ｃ 

後藤千代子Ｃ 小西芽衣子Ｃ 小林 啓子Ｃ 

小林 秋湖Ｃ 小平 省吾Ｃ 小武方雪花Ｃ 

斉藤 昭子Ｃ 斉藤 椎夏Ｃ 斉藤 智秋Ｃ 

西道 侑里Ｃ 榊原 亜依Ｃ 相模 紗季Ｃ 

坂本智恵子Ｃ 佐々木春美Ｃ 佐竹 玄麒Ｃ 

貞本徳美子Ｃ 佐藤 陽奈Ｃ 佐藤 優芽Ｃ 

澤谷 文香Ｃ 宍戸 夏美Ｃ 柴田早矢香Ｃ 

島根 典子Ｃ 社本  希Ｃ 新保  建Ｃ 

菅原 衣織Ｃ 菅原科奈子Ｃ 杉本 美紗Ｃ 

鈴木 愛香Ｃ 鈴木 璃子Ｃ 壽原 智美Ｃ 

曽根千香子Ｃ 高橋 彩季Ｃ 高橋 尚湖Ｃ 

田上 竜雅Ｃ 高村 芹奈Ｃ 高室 真友Ｃ 

瀧本 莉央Ｃ 竹田 亜衣Ｃ 田澤 李梨Ｃ 

田代  歩Ｃ 多田 青径Ｃ 立花 海帆Ｃ 

田中 典子Ｃ 田中 優作Ｃ 田邊 晴渚Ｃ 

玉川 翠豊Ｃ 千葉 明美Ｃ 寺田  紗Ｃ 

富樫 若菜Ｃ 徳佐 隆浩Ｃ 富川 紗圭Ｃ 

土門 紅楓Ｃ 中尾 梨花Ｃ 長尾 直江Ｃ 

中川 美咲Ｃ 長澤 風花Ｃ 中野 道恵Ｃ 

中野 裕子Ｃ 中村  静Ｃ 中村 理奈Ｃ 

成田 安里Ｃ 西村 怜弓Ｃ 野崎 伊織Ｃ 

野尻 朋香Ｃ 能登 円華Ｃ 野中 花遊Ｃ 

野村 珠里Ｃ 馬場 千聖Ｃ 林  恵子Ｃ 

平間  萩Ｃ 深井 彩花Ｃ 福井 由奏Ｃ 

福山 鈴華Ｃ 藤本 曠原Ｃ 船水 倖太Ｃ 

星 明依里Ｃ 堀江 礼人Ｃ 本城 津水Ｃ 

増田 愛子Ｃ 町田 鈴凜Ｃ 松岡 生純Ｃ 

松澤 桜香Ｃ 松田 年子Ｃ 松田  遥Ｃ 

松田 百佳Ｃ 松村 茉鈴Ｃ 松本 真由Ｃ 

真鍋 莉奈Ｃ 三浦 真泉Ｃ 三浦 夢叶Ｃ 

三上 星響Ｃ 水野 千春Ｃ 三津橋三遠Ｃ 

源  茂子Ｃ 村井 遥瑠Ｃ 村部瑠璃子Ｃ 

森  彩乃Ｃ 森居 渓佳Ｃ 森崎 笑子Ｃ 

森重 彩峰Ｃ 山口 千春Ｃ 山口 蓮美Ｃ 

山口 流佳Ｃ 山腰 恵美Ｃ 山下 紅音Ｃ 

山田 知歩Ｃ 湯村 千美Ｃ 横井 郁子Ｃ 

米内山智子Ｃ 若佐美恵子Ｃ 渡辺 妙恵Ｃ 

青森県 

石原 真由Ｃ 伊藤 白陽Ｃ 梅田 皐月Ｃ 

加藤 吉晃Ｃ 古川 芳庭Ｃ 須藤 貴子Ｃ 

中堂 佳音Ｃ 町田 朋子Ｃ 森下 真百Ｃ 

安田 憲子Ｃ 

岩手県 

臼井 雨聲Ｃ 小野 春陽Ｃ 沢舘 清琴Ｃ 

丹野 栄子Ｃ 村上 仁美Ｃ 和田 溪葉Ｃ 

宮城県 

相原 聖月Ｃ 有賀 睦美Ｃ 酒井 恵翠Ｃ 

佐々木厚子Ｃ 

山形県 

安達 岳峰Ｃ 井苅 暁峰Ｃ 板垣 玉潤Ｃ 

奥山 秀山Ｃ 粕谷 節彩Ｃ 小室 喜舟Ｃ 

佐藤 準一Ｃ 佐藤 黎花Ｃ 柴崎 紅峰Ｃ 

茨城県 

浅井 康子Ｃ 井上  舞Ｂ 高野 政志Ｂ 

塚本 愛子Ｂ 前山紗央莉Ｂ 渡辺 芳子Ｂ 

栃木県 

薄井 玲祈Ｂ 大毛 英隆Ｂ 大谷 清子Ｂ 

佐藤 篤子Ｃ 勝二 妙子Ｃ 松本 耿斐Ｂ 

群馬県 

赤尾明日香Ｂ 赤尾 真澄Ｂ 阿部 詩泉Ｂ 

市川 詠二Ｂ 今井 時恵Ｂ 大島 優子Ｂ 

小倉 葉子Ｂ 加藤 佳子Ｂ 加藤 南風Ｂ 

計良智恵子Ｂ 小暮 幸代Ｂ 清水 弘子Ｂ 

須藤みどりＢ 田端 元美Ｂ 兵藤 泰明Ｂ 

藤巻喜久江Ｂ 宮一 美樹Ｂ 山崎美加代Ｂ 

埼玉県 

青木  優Ｂ 青地 菜春Ｂ 秋山 幸江Ｂ 

東  美咲Ｃ 麻生 桂司Ｂ 阿部 暁美Ｂ 

安部 東霞Ｂ 安藤 寿浩Ｂ 飯野 明風Ｂ 
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石野 平祐Ｃ 磯貝 美佳Ｂ 岩崎 和子Ｂ 

岩崎 君子Ｂ 岩渕 凛萠Ｂ 上江洲奈都子Ｂ 

上野 春悦Ｂ 宇佐美良子Ｂ 臼井 桃波Ｂ 

梅澤 典子Ｂ 大河戸康代Ｂ 大澤 衣美Ｂ 

大畑 心遊Ｂ 大道 香葩Ｂ 大村 淺晨Ｃ 

大谷部珀風Ｂ 大渡 晴美Ｂ 小笠原真祐美Ｂ 

小俣 清美Ｂ 加藤 松行Ｃ 金井喜久子Ｂ 

金井 淳子Ｂ 菊地 由佳Ｂ 熊谷 祐一Ｂ 

熊谷由美子Ｂ 熊原美智子Ｃ 粂谷 彩春Ｂ 

栗原 早織Ｂ 栗原 成江Ｂ 栗原 正治Ｂ 

釼持 恵風Ｂ 古賀 友隆Ｂ 小杉 眞緖Ｂ 

小峯 幸平Ｂ 金野 珠風Ｂ 斉藤  剛Ｂ 

佐々木竹葉Ｂ 佐藤 英恵Ｂ 佐藤 江翠Ｂ 

佐藤 久子Ｂ 佐藤 幸乃Ｂ 塩田 麦秋Ｂ 

鹿討 俊子Ｂ 渋谷 无酔Ｃ 嶋田 慶子Ｂ 

島田弥江子Ｂ 島津 弘美Ｃ 島本 真栄Ｂ 

志村 淳子Ｂ 杉岡 真紀Ｃ 鈴木 玉條Ｂ 

須藤 彰久Ｂ 関井 洋子Ｂ 副島佐知子Ｂ 

高岸  侑Ｂ 高橋 沙菫Ｂ 高橋 幸子Ｂ 

高橋 沙良Ｂ 高橋 千尋Ｂ 高原奈穂美Ｂ 

高柳 祥子Ｂ 竹山 和子Ｃ 中條 喜代Ｂ 

土屋有里紗Ｂ 土橋 聖昇Ｂ 中尾 海穂Ｃ 

長岡 由美Ｃ 中嶋 葉月Ｂ 中根 育世Ｃ 

仲嶺 時子Ｂ 中村 美保Ｃ 南雲 正枝Ｂ 

那須 清美Ｃ 並木 成予Ｃ 仁科 雅代Ｂ 

根岸 絹枝Ｂ 野口 祥風Ｂ 野原 小椎Ｂ 

野村 和子Ｂ 橋本 智秀Ｂ 土生 京子Ｂ 

平井 綾子Ｃ 廣重早智子Ｂ 藤澤奈々子Ｂ 

藤本 曙千Ｃ 藤原 成子Ｂ 布施 真由Ｂ 

細沼 恵美Ｂ 前田 明子Ｂ 増野 裕保Ｃ 

松浦 櫻華Ｂ 松沼 敏子Ｃ 松本 悠華Ｂ 

宮澤 光子Ｂ 村田 小霞Ｃ 望月 哲子Ｂ 

守谷 早織Ｂ 矢澤 梨枝Ｂ 安田 桃子Ｂ 

山口 春華Ｂ 山崎 茂美Ｂ 山本 八寿Ｂ 

横尾  浩Ｂ 横田 鶴古Ｂ 吉田 和子Ｂ 

吉田 よいＢ 吉増 一道Ｃ 六戸 沙鴦Ｂ 

若林 宏枝Ｃ 渡邉 千尋Ｃ 渡邉眞智子Ｃ 

渡辺真由子Ｂ 

千葉県 

相田千恵子Ｂ 荒木 蜻舟Ｂ 伊沢 雛子Ｂ 

伊藤 杏花Ｂ 伊奈 光江Ｂ 岩瀬 和弘Ｂ 

上原 健太Ｂ 宇田川千尋Ｂ 大坪 久恵Ｂ 

大西 昭宏Ｂ 岡本 恵巳Ｂ 沖  正堂Ｂ 

金井 恵子Ｂ 雁野 春麗Ｂ 川村 彰子Ｂ 

鴈原 愛子Ｂ 楠原 早苗Ｂ 工藤 孝子Ｂ 

久保 幸葉Ｂ 黒野 忠志Ｂ 郡嶋 良子Ｂ 

恵良 松影Ｂ 小高 夏美Ｂ 五味 香苑Ｂ 

小山 陽子Ｂ 近藤 栄翠Ｂ 斎藤 美穂Ｂ 

寒河江隆浩Ｂ 酒巻 栄子Ｂ 阪本 桂子Ｂ 

坂本 葉津Ｂ 佐々木真紀江Ｃ 佐藤 純子Ｂ 

座波 明美Ｂ 始関 瑤香Ｃ 渋谷 優大Ｂ 

庄司 倫江Ｂ 白井 純芳Ｂ 杉本 操子Ｂ 

鈴木 篁香Ｃ 住田 高子Ｂ 関  金治Ｂ 

関  直子Ｂ 高橋 亜弓Ｂ 高橋 紫艶Ｂ 

高橋 夏海Ｂ 滝戸  快Ｃ 竹内恵美子Ｂ 

立野 敏夫Ｂ 田中 恭子Ｂ 田中 翠蘭Ｂ 

田中 蓉翠Ｃ 田中館しのぶＢ 谷野 知子Ｂ 

塚原 喜美Ｂ 津川 径龍Ｂ 坪井梨花子Ｂ 

時谷 君子Ｂ 鳥光 信子Ｂ 永井 節子Ｂ 

長井 聡香Ｂ 中丸  啓Ｂ 中村 和子Ｂ 

中村 房子Ｂ 那口 千咲Ｂ 新内 裕子Ｃ 

西村 海玖Ｂ 西脇 聡実Ｂ 根本 雄基Ｂ 

野崎 光子Ｂ 橋本 直樹Ｂ 畠山 芳和Ｃ 

服部 綾子Ｂ 浜野 隆司Ｂ 林  典子Ｂ 

平子 竹嶺Ｂ 平嶋 雅代Ｂ 藤野 恵子Ｂ 

藤野 雅春Ｂ 船津 龍洋Ｂ 前山 妍翠Ｂ 

牧野 友子Ｂ 三上 定夫Ｂ 山岡美恵子Ｂ 

山口 靖雲Ｂ 山崎 香佳Ｃ 横須凌美翠Ｂ 

吉永かれんＢ 吉野 悦子Ｂ 喚田 糸織Ｂ 

綿田 貴子Ｂ 渡邉真奈美Ｂ 

東京都 

青木 邦子Ｂ 青柳澄美加Ｂ 赤井 穂風Ｂ 

浅井 香舟Ｂ 浅野 裕巳Ｂ 朝比奈真美Ｂ 

中  稜游Ｃ 阿出川壮太Ｂ 阿南百合奈Ｂ 

安部 理子Ｂ 阿部 美珠Ｂ 荒井 和子Ｂ 

新井 多季Ｂ 飯田 孝子Ｂ 池亀 晨山Ｂ 

池田 樹生Ｂ 以後 祥舟Ｂ 井崎 珠泉Ｂ 

石関 美帆Ｂ 石田 東麗Ｂ 石田 靖子Ｂ 

石塚 友夏Ｂ 石綱 恵海Ｂ 石野 博道Ｂ 

石間 千秋Ｂ 石山 恵子Ｂ 和泉澤知恵Ｂ 

一ノ瀬裕子Ｂ 市橋 恵華Ｂ 伊藤 恵子Ｂ 

伊藤 香鸞Ｂ 伊藤 純一Ｂ 伊東 久江Ｂ 

稲垣 弘道Ｃ 犬塚  隆Ｂ 井上 雅勇Ｂ 

茨木 小梅Ｃ 茨木 美子Ｂ 入江 広美Ｂ 

岩崎 紅紫Ｃ 上田 民男Ｂ 植田由紀子Ｂ 

植村 時也Ｂ 宇佐美多美子Ｂ 江口 小娥Ｃ 

榎本 幸恵Ｃ 遠藤 智寛Ｂ 遠藤 範子Ｂ 

大浦 太治Ｂ 大川 崇子Ｃ 大木 毬雅Ｃ 

大木 東優Ｂ 大澤 あやＢ 大高みさ子Ｂ 

大竹 久予Ｃ 大月 綾子Ｃ 大洞菜穂美Ｂ 

岡部 樹泉Ｃ 岡本 奈々Ｂ 小川芙由子Ｃ 

小川 美恵Ｃ 小栗 宗荷Ｂ 小田原美梢Ｂ 

小野里見亜Ｂ 小幡 美峰Ｃ 梶田 碧希Ｂ 

柏迫 博恵Ｂ 片岡美恵子Ｃ 片山 安江Ｂ 

勝木 愛永Ｂ 加藤 昌楓Ｃ 金森 智恵Ｂ 

金子弥絵子Ｂ 河合  理Ｂ 川崎麻衣子Ｂ 

川崎 良子Ｂ 川島智枝子Ｂ 川尻 景泉Ｂ 

木津 愛瑚Ｂ 木下恵美子Ｂ 木原 敏彦Ｂ 

木村 秀樹Ｂ 木本 朝子Ｂ 櫛田 実久Ｂ 

工藤 圭潤Ｂ 工藤 元美Ｂ 栗原 妙子Ｃ 

槻  月華Ｃ 合田裕紀子Ｂ 古賀麻沙代Ｃ 

小林 綾子Ｂ 小林 清美Ｂ 小堀 悦子Ｂ 

小森 紀子Ｂ 今田裕美子Ｂ 近藤千恵子Ｃ 

斎藤 香苑Ｂ 齋藤  惇Ｃ 酒井 幸蕗Ｂ 

佐々木由美子Ｂ 佐竹 泉楊Ｂ 佐藤 規子Ｂ 

佐藤 雅子Ｂ 澤木  優Ｂ 三部 華栄Ｃ 

繁村 友歩Ｃ 志田 雅世Ｃ 芝垣 桐蔭Ｂ 

芝端 花恵Ｂ 島田 華舟Ｂ 島田 凌河Ｂ 
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嶋根 宜子Ｂ 下村八重子Ｂ 城野 節子Ｂ 

白井 百合Ｂ 白毛 尚風Ｂ 白荘弓美子Ｂ 

神  沙織Ｂ 菅井 峻領Ｂ 菅原  麟Ｂ 

鈴木 霞芳Ｂ 鈴木 美佳Ｂ 鈴木 游里Ｃ 

須山 海南Ｂ 諏訪 素椀Ｃ 関口 慶朋Ｂ 

関根 恵子Ｂ 関本  彰Ｂ 関矢 朱鷺Ｃ 

高石 玲華Ｂ 高橋 煌月Ｃ 高橋真璃子Ｃ 

田澤 真衣Ｂ 田島和歌子Ｃ 田中 皓子Ｂ 

田中 郁李Ｂ 田中 蕗子Ｂ 田中真理子Ｂ 

玉井 萬里Ｃ 塚田 英子Ｂ 辻  史馨Ｂ 

津島 裕子Ｃ 土屋 幸恵Ｂ 土屋 玲子Ｂ 

土一 恵舟Ｂ 戸邊 香織Ｂ 鳥崎美知子Ｂ 

内藤 春詠Ｂ 中川 礼子Ｂ 中茎 智泉Ｂ 

中込 雅仁Ｂ 中嶌 京子Ｂ 中山 晴美Ｂ 

仁井田愛花Ｂ 西  祥山Ｂ 新田 喜男Ｃ 

二ノ宮雅山Ｂ 根本恵利加Ｃ 納冨 郁子Ｂ 

萩原 靖子Ｂ 橋本 恵子Ｂ 橋本 智子Ｂ 

橋本 洋子Ｂ 橋本 佳枝Ｂ 蓮井 遼花Ｂ 

服部 淑子Ｃ 花崎登志江Ｂ 浜本 圭子Ｃ 

春山 柳舟Ｂ 東川 知子Ｂ 彦井 綾子Ｂ 

人見恵莉香Ｂ 日比 小香Ｃ 平林 玉裳Ｃ 

廣瀬 敦子Ｂ 廣中 莉子Ｂ 福田 京帆Ｂ 

藤田 陽子Ｂ 細井 杏華Ｂ 堀井 恵子Ｂ 

前島 恵心Ｃ 前田菜夏香Ｂ 前田 宮江Ｂ 

前間 香蘭Ｂ 舛田 瑞枝Ｃ 松井 彩佳Ｂ 

松田 迪子Ｂ 松古 侑也Ｃ 丸山 悦子Ｂ 

丸山 靖子Ｂ 水田 良子Ｂ 味田村正行Ｂ 

皆川 良子Ｂ 峰岸 光遥Ｂ 村山 啓子Ｂ 

本橋 翠園Ｂ 百瀬 典子Ｂ 森 由香子Ｂ 

安原 豊美Ｂ 安本 達式Ｂ 矢野目大紫Ｃ 

矢吹 孝子Ｂ 山岡 正子Ｂ 山下 育代Ｂ 

山下  律Ｂ 山田美代子Ｂ 山本 亜樹Ｂ 

山本 英江Ｂ 山本 美穂Ｂ 山脇 武瑠Ｃ 

横山 大暉Ｂ 横山真知子Ｂ 吉田 恵美Ｂ 

吉武 幸子Ｂ 劉  安廸Ｂ 龍 愛一郎Ｂ 

和田  永Ｂ 和田 汐祥Ｂ 和田 和志Ｂ 

渡辺 恒壽Ｃ 渡辺 聡美Ｂ 渡邊 雅子Ｃ 

渡辺 柳香Ｂ 輪千 心笠Ｂ 

神奈川県 

浅川 章子Ｂ 芦野美和子Ｂ 飯島 紀江Ｃ 

池田 春美Ｂ 石井 千洗Ｃ 石川 彩乃Ｂ 

石川 錦水Ｂ 石川 博康Ｂ 石黒志帆海Ｂ 

伊藤 華章Ｂ 伊藤 芳幸Ｂ 稲垣 邦子Ｂ 

井上 章子Ｂ 井上 明子Ｃ 井上  泰Ｂ 

岩本佐喜江Ｂ 上野 裕子Ｂ 宇野三津子Ｂ 

梅田 敬子Ｂ 遠藤 記子Ｂ 大久保 翠Ｂ 

大島 朱橋Ｂ 大場 松琴Ｂ 大場 洋子Ｃ 

沖  邦郎Ｂ 奥村 恵蓮Ｂ 小澤美絵子Ｃ 

香川 彩華Ｂ 柏木美枝子Ｂ 柏木由紀子Ｂ 

川西眞由美Ｂ 神尾 敏江Ｂ 木下 清閑Ｂ 

木村 友我Ｂ 工藤 暢久Ｂ 窪田 萩優Ｂ 

小泉 肖花Ｂ 國分 智子Ｂ 後藤 智子Ｂ 

小林 水鳳Ｂ 小林なみ子Ｂ 斎藤 朱莉Ｃ 

齊藤 華澄Ｃ 斎藤 和也Ｂ 酒井 和子Ｂ 

櫻井 恵舟Ｃ 佐々木あや子Ｂ 佐藤 節子Ｃ 

真田 雲舟Ｂ 澤田 悦子Ｃ 四十 靖奨Ｃ 

信田 和恵Ｂ 渋谷 智子Ｂ 杉田 万穂Ｂ 

杉谷 美香Ｃ 鈴木 智美Ｂ 関根 康江Ｂ 

高木 高常Ｂ 高久 華邨Ｂ 高橋 康子Ｂ 

多昌 零生Ｂ 田辺 修洪Ｂ 千葉 美紀Ｃ 

塚原 大智Ｂ 堤  慎悟Ｂ 堤 有起子Ｂ 

戸谷美枝子Ｂ 中村 和郎Ｂ 中村 風香Ｃ 

成水 利恵Ｂ 沼澤 秀雄Ｂ 野口 米男Ｂ 

信本 良子Ｃ 野村 公子Ｂ 羽柴美代子Ｃ 

羽磨 璃弓Ｂ 濵田菜々子Ｂ 浜田美沙樹Ｃ 

林  順子Ｃ 氷室 洋二Ｃ 平間 久枝Ｂ 

廣井 茂雄Ｂ 福澤 知子Ｂ 福田  泉Ｂ 

藤塚 良枝Ｂ 藤野 朋子Ｂ 藤山 千代Ｂ 

細田 洋風Ｂ 松平 昭子Ｃ 村岡 瑞希Ｃ 

村松 聖羅Ｃ 茂木 育子Ｂ 茂木 浦恵Ｂ 

山際 恵果Ｂ 吉川 雪鈴Ｂ 吉澤伊津子Ｂ 

渡辺 美翠Ｂ 

新潟県 

井口 文子Ｃ 伊部久美子Ｃ 大桃美沙緒Ｃ 

岡 加奈子Ｃ 金子 優美Ｃ 木村 こうＣ 

京谷 ノリＣ 倉重 桃子Ｃ 後藤泰三郎Ｃ 

小森  稔Ｃ 近藤  敬Ｃ 坂井 紅綾Ｃ 

佐藤  猛Ｃ 澤野 好裕Ｃ 渋倉 加祥Ｃ 

清治あや子Ｃ 関  栄子Ｃ 高澤 弘美Ｃ 

高野 道弘Ｃ 高野 美月Ｃ 千野美恵子Ｃ 

寺島 美保Ｃ 諸橋 麻貴Ｃ 持田 香峰Ｃ 

富山県 

荒木 遥香Ｃ 石場 忠晴Ｃ 泉  信博Ｃ 

井上 直樹Ｃ 内田 暖乃Ｃ 梅本 雅子Ｃ 

大森真理子Ｃ 岡島 一美Ｃ 柏  七海Ｃ 

金森 則枝Ｃ 工藤 汐莉Ｃ 栗山 絵美Ｃ 

子川 真成Ｃ 国納 悦子Ｃ 小林 加津Ｃ 

小馬 清美Ｃ 佐伯 美咲Ｃ 酒井 杏菜Ｃ 

坂西 由衣Ｃ 志田 如水Ｃ 島井 真里Ｃ 

嶋崎 可奈Ｃ 砂原 和美Ｃ 高木 政行Ｃ 

高橋 梢雪Ｃ 田村奈々葉Ｃ 當瀬紫帆子Ｃ 

蜷川 艸苑Ｃ 野田 恵子Ｃ 野中麻衣子Ｃ 

長谷田泰男Ｃ 日向 魁石Ｃ 平野 恭子Ｃ 

福田  涼Ｃ 堀川 玲香Ｃ 堀田 桃子Ｃ 

松島 真樹Ｃ 村井 智佳Ｃ 村上 廣子Ｃ 

毛利 百合Ｃ 森  正宏Ｃ 山村 和義Ｃ 

山本美智子Ｃ 吉久 喜憲Ｃ 吉本 容子Ｃ 

米山 節子Ｃ 

福井県 

大久保貴史Ｃ 

山梨県 

海野 桃香Ｂ 志村  遥Ｂ 曾根 泉光Ｂ 

西室 香稔Ｂ 谷内 曜子Ｂ 依田 祐華Ｂ 
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長野県 

荻無里涼苑Ｃ 竹下 梢琴Ｃ 和田 光葉Ｃ 

岐阜県 

秋元 祥歩Ｃ 伊藤 梨乃Ｃ 大平 若奈Ｃ 

岡部 澪佳Ｃ 神谷 優月Ｃ 川島 美咲Ｃ 

木庭 未雅Ｃ 久保寺 梓Ｃ 栗田 栄子Ｃ 

子安彩也香Ｃ 近藤 瑞希Ｃ 坂口 和泉Ｃ 

杉本 芙海Ｃ 関 真奈嘉Ｃ 高木 見咲Ｃ 

高橋 慧香Ｃ 高橋 千尋Ｃ 谷田 陸人Ｃ 

波多野友香Ｃ 日比野未波Ｃ 保科 朱里Ｃ 

松久 弥和Ｃ 馬渕 実歩Ｃ 宮代早也佳Ｃ 

栁瀨 葵姫Ｃ 若園  映Ｃ 渡邊紗里那Ｃ 

静岡県 

入枝 皓栄Ｂ 海野 天音Ｂ 大隅 典子Ｂ 

長田 綾乃Ｃ 小澤 恵鳳Ｂ 河嶌 玲菜Ｂ 

黒釜小百合Ｂ 佐藤 純子Ｂ 庄司 侑希Ｂ 

杉本 知子Ｂ 杉山 貞子Ｂ 鈴木 順子Ｂ 

鈴木 麻美Ｂ 鈴木 萌加Ｂ 垰村 真衣Ｂ 

長倉 勝代Ｂ 牧澤 弘司Ｂ 三井 恵苑Ｂ 

愛知県 

秋田 海音Ｃ 安藤 和輝Ｃ 安藤 秀苑Ｃ 

石河 夏美Ｃ 磯貝美智子Ｃ 伊藤 美紅Ｃ 

稲葉 理恵Ｃ 井上 富貴Ｃ 今橋 久子Ｃ 

牛田 実里Ｃ 枝谷 華莉Ｃ 枝谷 初珠Ｃ 

大霜 恵美Ｃ 太田  遥Ｃ 大山 紫芳Ｃ 

岡田 花音Ｃ 岡村 仁清Ｃ 小川 菫花Ｃ 

小川 真由Ｃ 小栗 礼登Ｃ 筧 ことのＣ 

笠井 恵子Ｃ 片山 沙弥Ｃ 金森 康子Ｃ 

河内 裕泉Ｃ 栗崎 美和Ｃ 後藤 煌雪Ｃ 

近藤 綾乃Ｃ 清水 琴理Ｃ 鈴木 理紗Ｃ 

高田 有紗Ｃ 高橋裕三子Ｃ 舘  尚子Ｃ 

田中 美有Ｃ 谷川 智紀Ｃ 辻  実優Ｃ 

土屋 貞峰Ｃ 筒井あゆみＣ 内藤 紅風Ｃ 

長江 紅霞Ｃ 中根明日香Ｃ 中村  雅Ｃ 

中山 知子Ｃ 難波 りえＣ 服部 麗泉Ｃ 

林  溪舟Ｃ 林  紅甫Ｃ 林  玲菜Ｃ 

原川登茂子Ｃ 原野 佳子Ｃ 番場真友子Ｃ 

東山由布子Ｃ 廣田 光瑠Ｃ 藤井 溪雨Ｃ 

古田 詩乃Ｃ 松井 彩華Ｃ 松井  渚Ｃ 

三木 紅蓮Ｃ 水野 冬彩Ｃ 水野 智美Ｃ 

守屋 青霞Ｃ 柳生 耕一Ｃ 山川 明子Ｃ 

山崎 白雲Ｃ 横井 琴泉Ｃ 米田 汐里Ｃ 

若杉 怜華Ｃ 

三重県 

市川 麗水Ｃ 井本 千陽Ｃ 上田 馨星Ｃ 

京都府 

大嶋加代子Ｃ 黒川 京紅Ｃ 小西 真由Ｃ 

小西 玲華Ｃ 鈴木 慈結Ｃ 竹田 雪子Ｃ 

中西 蓮花Ｃ 中村 玲麗Ｃ 村井はま子Ｃ 

八木日向子Ｃ 山下 舞奈Ｃ 吉益 花晨Ｃ 

大阪府 

浅田恵以子Ｃ 麻田 智泉Ｃ 泉  泉峰Ｃ 

一色 幸子Ｃ 岩崎 香起Ｃ 大堂 直子Ｃ 

熊谷 茜穹Ｃ 後藤 幸子Ｃ 小林 美樹Ｃ 

木引 青秀Ｃ 坂口 禮子Ｃ 坂本 繁子Ｃ 

櫻本 里美Ｃ 佐藤 紫風Ｃ 高岡 華陽Ｃ 

高岡 久代Ｃ 東  寿子Ｃ 東尾 和子Ｃ 

平野 正行Ｃ 細谷 靖典Ｃ 三浦 博江Ｃ 

山川 陽子Ｃ 由比 芳賀Ｃ 

兵庫県 

飯田 都楓Ｃ 池田 宇彗Ｃ 五十井ひかりＣ 

上畑 昌浩Ｃ 大形美恵子Ｃ 岡本 紫聖Ｃ 

小野 栄子Ｃ 海渡 千穂Ｃ 加藤 敏栄Ｃ 

嘉門 晴日Ｃ 川瀬 瑞泉Ｃ 菅野  馨Ｃ 

北田 花洋Ｃ 栗下 由明Ｃ 黒住 晶子Ｃ 

澁谷 綾子Ｃ 庄野由紀恵Ｃ 仲村 渓月Ｃ 

西垣沙矢香Ｃ 平井 浩一Ｃ 藤川 彩花Ｃ 

藤原まゆみＣ 古田 恵子Ｃ 八幡 夏美Ｃ 

奈良県 

谷口彩綾子Ｃ 

和歌山県 

中島 章史Ｃ 水畑 恵華Ｃ 

広島県 

上野 宏子Ｃ 久保 正彦Ｃ 永村 拝山Ｃ 

山口県 

伊藤 佳菜Ｃ 井上 璃音Ｃ 黒崎 玉燕Ｃ 

椙山 青琴Ｃ 平石 青龍Ｃ 松村 美彩Ｃ 

香川県 

石田 里茉Ｃ 

福岡県 

平野 翠藍Ｃ 松永 陶峯Ｃ 安波 香耀Ｃ 

佐賀県 

江原 順子Ｃ 日高 柳子Ｃ 

長崎県 

石橋 花鈴Ｃ 

熊本県 

谷口 公子Ｃ 

大分県 

麻主 葉子Ｃ 穴井 咲奈Ｃ 井  夏月Ｃ 

石丸 裕貴Ｃ 一ノ宮 光Ｃ 岩崎 在紗Ｃ 

永路 彩乃Ｃ 江藤 里佐Ｃ 大川 恒美Ｃ 

大塚奈央子Ｃ 岡  保江Ｃ 尾方 紗世Ｃ 
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小野絵里以Ｃ 辛島 大嗣Ｃ 川村  唯Ｃ 

木下 実紘Ｃ 清原  舞Ｃ 倉橋 沙季Ｃ 

古賀沙矢佳Ｃ 後藤 香菜Ｃ 後藤 千紘Ｃ 

相良 柚花Ｃ 佐藤 日向Ｃ 澤田 真優Ｃ 

重盛さくらＣ 清水 雄太Ｃ 首藤 毬子Ｃ 

角沖 史野Ｃ 伊藤 里峰Ｃ 廣瀬 愛子Ｃ 

藤本 真衣Ｃ 本田 悠乃Ｃ 牧  優菜Ｃ 

松井 瑛美Ｃ 松木 由美Ｃ 宮里 淑子Ｃ 

室  史香Ｃ 谷口 久枝Ｃ 

アメリカ 

伊藤 白嶺Ｂ オドーティ理恵Ｂ ファデン香琉Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――か な 部―― 

北海道 

稲葉 晴香Ｃ 井上 菜緒Ｃ 上柿 成美Ｃ 

小笠原由佳Ｃ 梶 恵理子Ｃ 鎌田 紫苑Ｃ 

川崎 美怜Ｃ 菊地  湾Ｃ 木立 彩香Ｃ 

小池 華央Ｃ 齊藤 風雅Ｃ 佐々木千風Ｃ 

佐藤 有華Ｃ 清水 梨緒Ｃ 杉本 美紗Ｃ 

鈴木 愛香Ｃ 清野 真未Ｃ 瀬ノ上綾花Ｃ 

武田 莉奈Ｃ 玉木 美里Ｃ 長谷川明里Ｃ 

舟越美那子Ｃ 松田 陽華Ｃ 三津橋三遠Ｃ 

源  茂子Ｃ 村部瑠璃子Ｃ 森崎 笑子Ｃ 

守城 蓮見Ｃ 山口 千春Ｃ 山仲くるみＣ 

渡邉  遥Ｃ 

栃木県 

布施 斎舟Ｂ 

埼玉県 

岡安  薫Ｂ 鐘ヶ江真琴Ｂ 金子 博子Ｂ 

高橋 沙良Ｃ 

千葉県 

川野眞理子Ｂ 

東京都 

伊藤 詩歩Ｂ 犬塚  茜Ｂ 小野 早苗Ｂ 

小野寺文子Ｂ 笠井 里美Ｂ 川上 武士Ｃ 

小山 直子Ｂ 佐々木和子Ｂ 篠田五十鈴Ｂ 

高橋千恵子Ｂ 高橋美重子Ｂ 田嶌 文子Ｃ 

平林 玉裳Ｃ 藤山 敏江Ｂ 古澤 宜友Ｂ 

細川 敏宏Ｂ 松古 侑也Ｂ 松丸 彩蘭Ｃ 

三浦 幸子Ｂ 山田 美樹Ｃ 山脇 武瑠Ｂ 

吉野なな子Ｂ 

神奈川県 

飯田 聴香Ｂ 石塚 青柳Ｂ 清水 千寿Ｂ 

鈴木まり子Ｂ 鈴木 良子Ｂ 吉武ノブ子Ｂ 

京都府 

奥村 吏来Ｃ 島本  葵Ｃ 安原 梨都Ｃ 

山下 舞奈Ｃ 

岡山県 

金谷 逸子Ｃ 岸  杉扇Ｃ 

広島県 

江上由紀子Ｃ 川本あかねＣ 正円 早苗Ｃ 

森原 順子Ｃ 

山口県 

藤本 瑞園Ｃ 
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福岡県 

大熊カズ子Ｃ 野田 春晃Ｃ 

大分県 

小貫 晴子Ｃ 蔵本百合子Ｃ 谷口 昌子Ｃ 

戸田 啓子Ｃ 平川 好美Ｃ 待野留美子Ｃ 

宮崎眞智子Ｃ 

鹿児島県 

猪八重久美Ｃ 前山 紫水Ｃ 
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北海道 

赤坂 恵子Ｃ 明石 孝哉Ｃ 浅野 仁柾Ｃ 

阿南 康太Ｃ 阿部 由枝Ｃ 新井 孝子Ｃ 

有塚由美子Ｃ 池田七夕梨Ｃ 石丸 桃子Ｃ 

一條 春華Ｃ 井村  航Ｃ 上田 彩星Ｃ 

右近 灯香Ｃ 漆山 佳奈Ｃ 榎本 能巨Ｃ 

大久保由佳Ｃ 大西 拓斗Ｃ 大西 真央Ｃ 

大橋 夏海Ｃ 小川 珪泉Ｃ 小野  華Ｃ 

小野寺さくらＣ 小原 万保Ｃ 加藤恵津子Ｃ 

加藤 翠翼Ｃ 加藤 正子Ｃ 加藤 揺華Ｃ 

神尾 妍簫Ｃ 川口 碧蝶Ｃ 川田  咲Ｃ 

河村 佳子Ｃ 菊地 紫玉Ｃ 菊地 汀紗Ｃ 

北島  檀Ｃ 北村 史子Ｃ 熊谷伊万里Ｃ 

熊谷 帆夏Ｃ 栗原 未有Ｃ 栗谷川瑠華Ｃ 

計良 雪耀Ｃ 小清水琢人Ｃ 小玉 彩乃Ｃ 

後藤 燭心Ｃ 後藤 摩琳Ｃ 小西 華代Ｃ 

小松 晃玄Ｃ 坂井 遥菜Ｃ 坂本 彩虹Ｃ 

坂本智恵子Ｃ 迫田 明莉Ｃ 佐々木満喜Ｃ 

佐藤 晴游Ｃ 佐藤 修子Ｃ 佐藤 陽奈Ｃ 

澤谷 文香Ｃ 志賀 桂舟Ｃ 宍戸 夏美Ｃ 

篠原 華月Ｃ 柴田早矢香Ｃ 島根 典子Ｃ 

下浅 敬芳Ｃ 壽原 智美Ｃ 関根 洋子Ｃ 

園田 哲也Ｃ 高島真理恵Ｃ 高山 燦虹Ｃ 

瀧本 茉以Ｃ 田澤 李梨Ｃ 田代  歩Ｃ 

舘洞 怜那Ｃ 田中 律子Ｃ 玉木 美里Ｃ 

徳谷 爽耀Ｃ 中尾 梨花Ｃ 中村  静Ｃ 

中村 敏男Ｃ 成田 安里Ｃ 西村 怜弓Ｃ 

野沢 陽子Ｃ 能登 円華Ｃ 野中 虹里Ｃ 

原口 春嶺Ｃ 平尾 嶺鴻Ｃ 平瀬 佳世Ｃ 

深井 彩花Ｃ 藤田 蕙萩Ｃ 藤原 悠里Ｃ 

前 記代子Ｃ 松居 果鈴Ｃ 松木 梨紗Ｃ 

松橋 珠蕾Ｃ 松村 茉鈴Ｃ 松本 游花Ｃ 

松本 蘭華Ｃ 丸  煌芳Ｃ 丸田にじほＣ 

湊  史恵Ｃ 南  克明Ｃ 村松 梨芳Ｃ 

森居 渓佳Ｃ 山口 流佳Ｃ 湯村 千美Ｃ 

青森県 

伊藤 白陽Ｃ 梅田 皐月Ｃ 古川 芳庭Ｃ 

佐藤 正基Ｃ 須藤 貴子Ｃ 中堂 佳音Ｃ 

森下 真百Ｃ 安田 憲子Ｃ 

岩手県 

阿部 露香Ｃ 伊藤 紫扇Ｃ 臼井 雨聲Ｃ 

小國 春花Ｃ 小野寺瑤草Ｃ 菊池 紅樹Ｃ 

坂口 幸嘉Ｃ 沢舘 清琴Ｃ 白山 理奈Ｃ 

千田 珠璃Ｃ 千葉 悠水Ｃ 新沼 梅苑Ｃ 

二本松抱雪Ｃ 福田 南汀Ｃ 古水 琴舟Ｃ 

村上 貴美Ｃ 横澤 凌竹Ｃ 吉田 亜矢Ｃ 

和田 溪葉Ｃ 

宮城県 

有馬 道代Ｃ 安藤 久美Ｃ 安藤 幸枝Ｃ 
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太田登美子Ｃ 金野 希帆Ｃ 作間 裕美Ｃ 

桜井能理子Ｃ 畠山 浩子Ｃ 

福島県 

浅倉 稚枝Ｃ 大塚 青蝶Ｃ 片桐 英壽Ｃ 

菅野 源三Ｃ 黒澤 喜紅Ｃ 後藤 弘子Ｃ 

齋野 響月Ｃ 佐久間杏村Ｃ 佐久間みゆきＣ 

佐藤 禎子Ｃ 佐藤 芳山Ｃ 鈴木 柚華Ｃ 

鈴木 蓉風Ｃ 田崎 豊雲Ｃ 長尾 葉舟Ｃ 

根本 清隆Ｃ 深谷 裕月Ｃ 宗像 瑞仙Ｃ 

横田 丹華Ｃ 渡辺 摘美Ｃ 

茨城県 

秋田 薊雪Ｂ 川邊 恵霞Ｃ 玉置 典代Ｂ 

津島 規雪Ｂ 成田 翠雪Ｂ 

栃木県 

青木  萌Ｂ 石原 水蒲Ｃ 大毛 英隆Ｃ 

岡本 圭仙Ｂ 加藤 敦子Ｂ 勝二 妙子Ｂ 

室井 大輔Ｃ 

群馬県 

青木 一渓Ｂ 佐藤 芳栄Ｂ 高瀬志ず江Ｂ 

長澤 功江Ｂ 中島 楓月Ｂ 松浦 大健Ｂ 

埼玉県 

東  美咲Ｂ 石井菜津香Ｂ 石野 平祐Ｂ 

石野 靖子Ｂ 出井 智子Ｃ 上江洲奈都子Ｃ 

上松 翔子Ｂ 宇田川李雪Ｂ 梅澤 典子Ｃ 

榎本 小竹Ｃ 大道 香葩Ｃ 加藤 大弥Ｃ 

木村美智子Ｃ 熊野 晃子Ｂ 栗原 早織Ｃ 

栗原 成江Ｃ 小杉 眞緖Ｃ 小林 万里Ｂ 

小峯 幸平Ｃ 斎藤 啓雪Ｂ 佐藤 英恵Ｃ 

渋谷 无酔Ｂ 杉岡 真紀Ｂ 中川 佳穂Ｃ 

並木 成予Ｂ 成家 玉扇Ｂ 根岸 絹枝Ｃ 

野原 小椎Ｃ 野村 和子Ｃ 長谷川翔一Ｃ 

原田恵美子Ｃ 藤井 一嘉Ｃ 藤本 曙千Ｂ 

堀井 夏哥Ｃ 緑川 遊山Ｃ 森  節子Ｃ 

山田 真琴Ｃ 横田 鶴古Ｃ 若林 宏枝Ｂ 

千葉県 

池畑 清華Ｂ 市来 泰子Ｃ 内久根翠鳳Ｃ 

大塚 政敏Ｃ 大槻佳代子Ｂ 岡  麗翠Ｂ 

小林 美沙Ｃ 佐藤  華Ｂ 始関 瑤香Ｂ 

庄司 倫江Ｃ 白鳥 礼子Ｂ 鈴木 篁香Ｂ 

滝戸  快Ｂ 立野 直子Ｂ 田中 翠蘭Ｃ 

中村小百合Ｂ 服部 香珠Ｃ 福元 姜雪Ｂ 

藤澤 志保Ｂ 藤田 武子Ｂ 舟木 栄子Ｂ 

穂績 恵雨Ｃ 

東京都 

相川 恵子Ｃ 阿部 美珠Ｃ 安楽 苑子Ｃ 

池亀 晨山Ｃ 池城真理子Ｂ 市谷 静江Ｃ 

伊東 悦子Ｃ 伊藤 京子Ｂ 伊藤 雅一Ｂ 

伊東 和雪Ｂ 岩本 聡子Ｃ 上田 民男Ｃ 

植村 時也Ｃ 遠藤 智寛Ｃ 遠藤 範子Ｃ 

大川 崇子Ｂ 大木 毬雅Ｂ 大塚 優子Ｂ 

大月 綾子Ｂ 小河原紀雪Ｂ 小澤 照代Ｂ 

小幡 美峰Ｂ 片岡美恵子Ｂ 勝木 愛永Ｃ 

勝山満里子Ｂ 加藤 光幸Ｃ 加藤康太朗Ｃ 

金森 智恵Ｃ 金子 友子Ｂ 兼松美智子Ｂ 

川島智枝子Ｃ 神崎  創Ｃ 菊池 芳雲Ｂ 

木原 敏彦Ｃ 君塚 綾子Ｂ 木本 朝子Ｃ 

倉島 花雪Ｂ 黒川 玲雪Ｂ 小泉健太郎Ｃ 

古宇田美祢子Ｂ 高野瀬紀子Ｃ 古賀麻沙代Ｂ 

小宮 茉莉Ｃ 近藤千恵子Ｂ 斉藤登志子Ｃ 

酒井 奏雪Ｂ 坂本 小松Ｃ 佐々木康太Ｂ 

佐藤やよいＢ 志田 雅世Ｂ 柴田 里香Ｂ 

島村 櫻華Ｂ 嶋村 暁雲Ｃ 新宮 笙子Ｂ 

神保 直子Ｂ 杉本  泉Ｂ 杉本 禧子Ｂ 

鈴木 是雄Ｂ 鈴木 佐和Ｃ 鈴木 岱雪Ｂ 

鈴木  徹Ｃ 鈴木 富子Ｂ 鈴木 美佳Ｃ 

鈴木 陽子Ｃ 須山 海南Ｃ 諏訪 素椀Ｂ 

関谷 英雪Ｂ 関矢 朱鷺Ｂ 鷹取 恵泉Ｂ 

高橋 邦江Ｂ 高橋 朱鳳Ｂ 高橋 等雪Ｂ 

武居 文江Ｂ 武野 冬彩Ｂ 田嶌 文子Ｂ 

田島和歌子Ｂ 立川 義人Ｂ 橘  茜祥Ｂ 

巽  毬亭Ｂ 田辺 桂雪Ｂ 玉井由紀子Ｂ 

千葉 轍石Ｃ 對馬 琉蓮Ｃ 東野 湛雪Ｂ 

長尾 菜穂Ｂ 中川 礼子Ｃ 中込 雅仁Ｃ 

中澤 桃華Ｂ 西岡 淑子Ｃ 根本恵利加Ｂ 

野口 茜華Ｂ 橋本 庄子Ｃ 橋本 佳枝Ｃ 

蓮井 遼花Ｃ 林  響雪Ｂ 葉山 茂一Ｂ 

日比 小香Ｂ 平野 長雪Ｂ 福原 薊華Ｂ 

伏見 雅子Ｂ 二塚 恭子Ｂ 堀野 心惺Ｃ 

牧  敬二Ｂ 舛田 瑞枝Ｂ 松本 慶雲Ｂ 

間宮千香子Ｃ 宮崎 春雪Ｂ 村山 和美Ｃ 

村山 柳子Ｂ 森川 翠泉Ｃ 森永 瑞穂Ｂ 

矢追 冬霞Ｃ 八十川卓洋Ｃ 柳  達也Ｂ 

矢吹 孝子Ｃ 山口 剛雪Ｂ 山本 亜樹Ｃ 

横尾 美保Ｃ 横田 彩月Ｃ 吉岡 尚子Ｃ 

吉田 宏子Ｃ 渡辺 恒壽Ｂ 

神奈川県 

秋吉 三樺Ｃ 石井 千洗Ｂ 石川 彩乃Ｃ 

岩井 羊雪Ｂ 上田 翔平Ｃ 上野 裕子Ｃ 

梅木 弘涛Ｂ 江崎 愛美Ｃ 大谷 節子Ｂ 

大野 大河Ｂ 大場 松琴Ｃ 小笠原 幹Ｂ 

貝瀬  栞Ｂ 梶原 庸子Ｂ 木村 光耀Ｃ 

軍司 桃慶Ｂ 古島 櫻雨Ｃ 小松 紫虹Ｂ 

齊藤 華澄Ｂ 佐藤 節子Ｂ 座間 攻雪Ｂ 

澤田 佳苑Ｃ 宍戸 敦子Ｂ 島崎ゆう子Ｂ 

鈴木 雪嶺Ｃ 鈴木 浩子Ｂ 鈴木摩佐子Ｂ 

関口 紫月Ｂ 玉井ちづ子Ｃ 千葉 美紀Ｂ 

寺本 雅也Ｂ 長尾 璃杏Ｂ 難波 泰子Ｂ 

野村 公子Ｃ 野寄 香勢Ｃ 浜田美沙樹Ｂ 

氷室 洋二Ｂ 藤田 珠燈Ｃ 星野 遥香Ｂ 

松井 智恵Ｃ 松平 昭子Ｂ 宮崎 藍里Ｂ 

村松 聖羅Ｂ 森田 美恵Ｃ 山田 龍章Ｃ 

山中 新月Ｃ 
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富山県 

太田 光風Ｃ 大塚 里紗Ｃ 北野 星琴Ｃ 

坂西 由衣Ｃ 椎名 真広Ｃ 柴田 翠汀Ｃ 

下坂 文乃Ｃ 高木 優佳Ｃ 高野 暢一Ｃ 

滝本 靖枝Ｃ 竹内 芳潤Ｃ 竹村 玉楊Ｃ 

谷越あゆみＣ 坪崎 朱美Ｃ 富田 典子Ｃ 

中川 知子Ｃ 花岡ふみ子Ｃ 平岡 田鶴Ｃ 

本田 裕子Ｃ 政二 紅彩Ｃ 松枝 彩香Ｃ 

宮崎亜佐美Ｃ 森田 瑶晃Ｃ 

石川県 

中村 遊雪Ｃ 

福井県 

岡野 貴舟Ｃ 

長野県 

荻無里涼苑Ｃ 百瀬 紀子Ｃ 和田 光葉Ｃ 

岐阜県 

秋田 夏美Ｃ 高木 彩心Ｃ 田島  唯Ｃ 

静岡県 

大隅 典子Ｃ 大舘 尚苑Ｂ 大村 大秀Ｃ 

岡田 真実Ｂ 川口喜代子Ｂ 川口 光春Ｂ 

黒釜小百合Ｃ 齋藤 和葉Ｃ 佐野 藍子Ｂ 

佐野  毅Ｂ 佐野 倫子Ｂ 佐野 嘉昭Ｂ 

白川 真澄Ｂ 菅沼 礼泉Ｃ 杉山 貞子Ｃ 

杉山友希乃Ｃ 鈴木 静枝Ｂ 森岡 佐紀Ｂ 

吉岡久美子Ｂ 

愛知県 

天谷 結花Ｃ 飯塚ひろみＣ 石黒 麗月Ｃ 

石田 恵子Ｃ 石田 純子Ｃ 石田 吉弘Ｃ 

伊藤 美紅Ｃ 伊藤 正治Ｃ 岩土 彩花Ｃ 

江端 神奈Ｃ 岡野 芳樹Ｃ 小澤 美佳Ｃ 

貝谷 溪仙Ｃ 長坂 光舟Ｃ 糟谷 永子Ｃ 

加藤 万尋Ｃ 川原 恵子Ｃ 河邉奈扶美Ｃ 

神戸 香穂Ｃ 北川 祥子Ｃ 鬼頭 信子Ｃ 

國武 実里Ｃ 越川 瑞江Ｃ 後藤 煌雪Ｃ 

小林 青華Ｃ 近藤 道子Ｃ 今野 成美Ｃ 

笹井 栄春Ｃ 佐々木陽道Ｃ 佐藤 祐也Ｃ 

澤山 光琳Ｃ 柴野祥太朗Ｃ 鈴木  健Ｃ 

砂坂 恵美Ｃ 隅田 玉枝Ｃ 武内 恵谷Ｃ 

田中 寿風Ｃ 田村 華英Ｃ 寺澤 明珠Ｃ 

寺西 恒流Ｃ 土井 秀栖Ｃ 栂野 春美Ｃ 

永井 睡蓮Ｃ 那須てるみＣ 成瀬 三鈴Ｃ 

野瀬 裕翠Ｃ 野村 貞美Ｃ 原田知津子Ｃ 

平田 栖冬Ｃ 福川  翠Ｃ 松井 香澄Ｃ 

三木 紅蓮Ｃ 美馬 裕美Ｃ 村上 緋那Ｃ 

村田 涼奈Ｃ 森下 琴巴Ｃ 安井 包子Ｃ 

山岸 麻里Ｃ 山中 好輝Ｃ 横井 七海Ｃ 

横溝 憲吾Ｃ 横山 秀翠Ｃ 若杉 尚哉Ｃ 

若山 麻里Ｃ 渡辺 琢馬Ｃ 渡邊 柳泉Ｃ 

三重県 

上田 馨星Ｃ 遠藤 純子Ｃ 佐藤 玉華Ｃ 

集山 明風Ｃ 

滋賀県 

角  彩可Ｃ 千歳 歩佳Ｃ 

京都府 

岩崎 竹蘭Ｃ 宇野 成隆Ｃ 大嶋加代子Ｃ 

奥村 吏来Ｃ 小野 京園Ｃ 小林 瞳紅Ｃ 

塩見 清芳Ｃ 塩見 智京Ｃ 島本  葵Ｃ 

中村 真咲Ｃ 西垣 臣代Ｃ 西川 卓義Ｃ 

西嶋 青暎Ｃ 西村 遊水Ｃ 廣嶋 桃香Ｃ 

松本 春圃Ｃ 南澤 洋子Ｃ 守岡  優Ｃ 

保木佳代子Ｃ 

大阪府 

宇田山 悠Ｃ 狩谷 一博Ｃ 里  陸斗Ｃ 

堂上 昭華Ｃ 橋口 恵彩Ｃ 峰  春光Ｃ 

吉岡 義昭Ｃ 

兵庫県 

上谷 聡子Ｃ 岡 美貴代Ｃ 川瀬 瑞泉Ｃ 

工藤麻亜紗Ｃ 小林 由佳Ｃ 細木 文彦Ｃ 

宮城 佳豊Ｃ 毛利 静代Ｃ 森井 美穂Ｃ 

山田 怜奈Ｃ 李  玉蓮Ｃ 和多田尚司Ｃ 

奈良県 

河口 純子Ｃ 谷口彩綾子Ｃ 

和歌山県 

水畑 恵華Ｃ 

鳥取県 

来間由紀子Ｃ 松井 弘子Ｃ 

島根県 

穐葉 松遥Ｃ 柿原 清美Ｃ 郷田 宗汐Ｃ 

武田 恵子Ｃ 福田 茜丹Ｃ 

岡山県 

芦田 香湖Ｃ 尾木 素子Ｃ 小林 由華Ｃ 

本郷 綾子Ｃ 

広島県 

筒本ゆかりＣ 永村 拝山Ｃ 前坊 洋志Ｃ 

増田  愛Ｃ 松井 祐樹Ｃ 吉岡 史苑Ｃ 

山口県 

井上 璃音Ｃ 上田 沙弥Ｃ 大野 希祥Ｃ 

國吉 淡草Ｃ 塩川 陽子Ｃ 勝谷 礼子Ｃ 

水津 典雅Ｃ 中村 翠郊Ｃ 名原 由美Ｃ 

西岡  麗Ｃ 藤田 豊芽Ｃ 前川 彩鳳Ｃ 

丸岩 春琴Ｃ 三宅 和貴Ｃ 森重 雅鳳Ｃ 
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横山 桜月Ｃ 

徳島県 

金城 泰苑Ｃ 久米 福恵Ｃ 富本 賢尚Ｃ 

日野美佐子Ｃ 平野 広海Ｃ 藤村 芳恵Ｃ 

藤原 乾心Ｃ 森  香妍Ｃ 

香川県 

喜多 善子Ｃ 

福岡県 

池末 道子Ｃ 岩井 紫翠Ｃ 江口真梨子Ｃ 

大谷 千里Ｃ 奥  千鶴Ｃ 甲斐 房子Ｃ 

楠森さとみＣ 黒屋 桐花Ｃ 桑名 涼苑Ｃ 

小森万里奈Ｃ 坂田 晴巳Ｃ 佐藤 柏葉Ｃ 

佐藤 文香Ｃ 島崎 佳子Ｃ 長尾久仁子Ｃ 

永田 唯華Ｃ 西  隆文Ｃ 宮本 隆子Ｃ 

森重 幽香Ｃ 矢頭 幸翠Ｃ 安波 香耀Ｃ 

吉岡 妙子Ｃ 吉田 塘春Ｃ 

長崎県 

堤  溪華Ｃ 山下 朱華Ｃ 山田 青霞Ｃ 

山田 桃華Ｃ 

熊本県 

濱 千恵子Ｃ 

大分県 

麻主 葉子Ｃ 有田 秀華Ｃ 有馬 薫子Ｃ 

安藤 小夏Ｃ 稲尾由佳梨Ｃ 岩崎 在紗Ｃ 

梅原小夜子Ｃ 江藤 里佐Ｃ 榎園 光代Ｃ 

大川 恒美Ｃ 大塩 珠美Ｃ 岡  保江Ｃ 

小野 豊苑Ｃ 金田 相実Ｃ 神崎 雪華Ｃ 

木下 小鶴Ｃ 清原  舞Ｃ 佐々木百合子Ｃ 

須田 顕子Ｃ 善家 景子Ｃ 竹下 裕子Ｃ 

土谷真由美Ｃ 津行恵美子Ｃ 遠山 里織Ｃ 

長野 秀園Ｃ 伊藤 里峰Ｃ 花箭 千春Ｃ 

曰高 陽一Ｃ 松井 瑛美Ｃ 松本 幸華Ｃ 

峯  翠華Ｃ 宮嵜 夏輝Ｃ 谷口 久枝Ｃ 

吉満 頼子Ｃ 

鹿児島県 

内山 雲岫Ｃ 平岡 成子Ｃ 

アメリカ 

大浦 英幸Ｂ ゴガニアンペイジＢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

――篆刻・刻字部―― 

北海道 

田原 尚子Ｃ 

福島県 

鈴木 煌岳Ｃ 

栃木県 

敦見 理沙Ａ 羽石 賢二Ａ 森戸 菜月Ａ 

山下 航矢Ａ 

埼玉県 

清川 公由Ａ 

千葉県 

段木賀津也Ａ 土井 一澄Ａ 藤宮 梅苑Ａ 

真下 良祐Ａ 松沢 栄一Ａ 松本 冰魚Ａ 

東京都 

岩谷 益代Ａ 白勢 玲子Ａ 関野 真衣Ａ 

多加谷大二郎Ａ 中野  蓮Ａ 中村 裕美Ａ 

神奈川県 

青木 魁堂Ａ 加藤  泰Ａ 黒栁 望弥Ａ 

佐藤 蔵吉Ａ 佐藤  忠Ａ 瀬尾 桂霜Ａ 

高島 章生Ａ 高橋  守Ａ 妻木 東軒Ａ 

藤原 祥子Ａ 三橋 基二Ａ 吉川  格Ａ 

和智 一子Ａ 

富山県 

荒木 剣岳Ｃ 長谷川 登Ｃ 日南田清美Ｃ 

福岡 一峰Ｃ 

長野県 

水口みどりＣ 

広島県 

佐々木喜香Ｃ 山中 慧兔Ｃ 

福岡県 

川畑 虚空Ｃ 川畑 祥雲Ｃ 

大分県 

笹倉  淳Ｃ 

宮崎県 

山岡 柏翠Ｃ 

鹿児島県 

野田 道子Ｃ 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


