
相内 昴 あいうち すばる 国42 北海道 一科詩文書部 秀逸

相川 吾亦 あいかわ ごえき 国54 東 京 一科漢字部 入選

相澤 堯峻 あいざわ ぎょうしゅん 国54 千 葉 一科詩文書部 入選

相澤 晃祥 あいざわ こうしょう 国54 青 森 一科詩文書部 入選

相澤 湘風 あいざわ しょうふう 東02 神奈川 一科漢字部 入選

相澤 太煌 あいざわ たいこう 国03 北海道 一科審査会員

相澤 邑香 あいざわ ゆうこう 国54 宮 城 一科詩文書部 入選

相田 千恵子 あいた ちえこ 東23 千 葉 二科漢字部 入選

會田 櫻外 あいだ おうがい 国23 埼 玉 審査会員

相原 夕佳 あいはら ゆうか 東19 神奈川 二科漢字部 準二科賞

青木 泉帆 あおき いずほ 東02 岐 阜 一科漢字部 入選

青木 栄俊 あおき えいしゅん 国23 岐 阜 審査会員

青木 香子 あおき きょうこ 国54 新 潟 一科漢字部 入選

青木 邦子 あおき くにこ 国54 東 京 一科詩文書部 入選

青木 聡美 あおき さとみ 国02 北海道 審査会員 準大賞

青木 淳子 あおき じゅんこ 国54 富 山 一科漢字部 入選

青木 穂泉 あおき すいせん 東02 群 馬 一科漢字部 入選

青木 典之 あおき のりゆき 東02 千 葉 一科詩文書部 入選

青木 梅幽 あおき ばいゆう 国54 神奈川 一科漢字部 入選

青木 萌 あおき めぐみ 東23 栃 木 二科漢字部 入選

青木 瑛 あおき よう 国41 栃 木 一科漢字部 秀逸

青木 葉山 あおき ようざん 国54 山 形 一科漢字部 入選

青木 順江 あおき よしえ 国54 岡 山 一科詩文書部 入選

青木 理衣 あおき りえ 東02 東 京 一科漢字部 入選

青木 利恵 あおき りえ 国41 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

青木 綾風 あおき りょうふう 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

青木 留美 あおき るみ 東23 群 馬 二科漢字部 入選

青沼 萠音 あおぬま もね 国37 山 梨 審査会員

青栁 光漣 あおやぎ こうれん 国23 東 京 審査会員

青柳 春城 あおやぎ しゅんじょう 国41 山 形 一科漢字部 秀逸
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青柳 豊和 あおやぎ とよかず 国21 東 京 一科篆刻部 秀逸

青山 香苑 あおやま こうえん 東14 栃 木 二科詩文書部 二科賞

青山 香露 あおやま こうろ 国54 東 京 一科漢字部 入選

赤井 蕙笙 あかい けいしょう 東02 群 馬 一科漢字部 入選

赤石 静湖 あかいし せいこ 国23 千 葉 審査会員

赤熊 玉蓉 あかぐま ぎょくよう 国03 埼 玉 一科審査会員

赤坂 美穂 あかさか みほ 国41 北海道 一科漢字部 秀逸

赤澤 寧生 あかさわ やすお 国01 栃 木 監事

赤澤 寧生 あかさわ やすお 東01 栃 木 監事

明石 郁子 あかし いくこ 国11 北海道 二科審査会員

縣 美保 あがた みほ 東19 東 京 二科詩文書部 準二科賞

赤冨士 北祭 あかふじ ほくさい 国03 東 京 一科審査会員

赤間 伎舟 あかま ぎしゅう 国54 北海道 一科詩文書部 入選

赤間 美夏 あかま みか 国41 北海道 一科詩文書部 秀逸

赤松 雲岫 あかまつ うんしゅう 国23 兵 庫 審査会員

秋江 光楓 あきえ こうふう 国54 京 都 一科詩文書部 入選

秋田 薊雪 あきた けいせつ 東02 茨 城 一科詩文書部 入選

秋永 春霞 あきなが しゅんか 国03 福 岡 一科審査会員

秋本 和江 あきもと かずえ 国54 千 葉 一科漢字部 入選

秋本 紫仙 あきもと しせん 国11 千 葉 二科審査会員

秋元 喜孝 あきもと よしたか 東03 北海道 一科漢字部 入選

秋山 朱実 あきやま あけみ 国54 北海道 一科詩文書部 入選

秋山 馨 あきやま かおる 国41 北海道 一科詩文書部 秀逸

秋山 香代子 あきやま かよこ 国54 東 京 一科漢字部 入選

秋山 春蓉 あきやま しゅんよう 東03 埼 玉 一科漢字部 入選

秋山 翠聲 あきやま すいせい 国11 北海道 二科審査会員

秋山 美象 あきやま びしょう 国11 岡 山 二科審査会員

秋好 満寿美 あきよし ますみ 国54 大 分 一科かな部 入選

秋吉 三樺 あきよし みか 国54 神奈川 一科詩文書部 入選

秋和 秋鶯 あきわ しゅうおう 東23 東 京 二科漢字部 入選
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阿久津 省雪 あくつ せいせつ 東03 東 京 一科詩文書部 入選

アグレ レミ あぐれ れみ 国54 東 京 一科かな部 入選

明星 梨舟 あけぼし りしゅう 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞

明峰 玄秀 あけみね げんしゅう 国03 群 馬 一科審査会員

吾郷 純子 あごう じゅんこ 国23 島 根 審査会員

阿子島 彩果 あこしま さいか 国41 東 京 一科漢字部 秀逸

浅井 舊来 あさい きゅうらい 国40 茨 城 一科詩文書部 秀逸

浅井 紅鶴 あさい こうかく 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

浅井 尚風 あさい しょうふう 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

浅井 禎香 あさい ていこう 国11 愛 知 二科審査会員

浅井 明奈 あさい みな 国11 愛 知 二科審査会員

朝井 美玲 あさい みれい 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

浅井 優琳 あさい ゆうりん 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

麻植 結太 あさうえ ゆうた 東19 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

朝賀 京花 あさか きょうか 国23 埼 玉 審査会員

朝川 姿帆 あさかわ しほ 国37 神奈川 審査会員

浅川 晨緒 あさかわ しんしょ 国54 埼 玉 一科詩文書部 入選

浅田 夕湖 あさだ ゆうこ 国11 埼 玉 二科審査会員

浅田 良子 あさだ りょうこ 国41 北海道 一科かな部 秀逸

浅野 明子 あさの あきこ 東14 埼 玉 二科詩文書部 二科賞

浅野 雁舶 あさの がんぱく 国21 東 京 一科詩文書部 特選

朝野 紅帆 あさの こうはん 国11 富 山 二科審査会員

浅野 光遙 あさの こうよう 国23 北海道 審査会員

浅野 春雲 あさの しゅんうん 国23 富 山 審査会員

浅野 千香 あさの ちか 国54 愛 知 一科詩文書部 入選

浅野 浩子 あさの ひろこ 東14 東 京 二科詩文書部 二科賞

浅野 芳柳 あさの ほうりゅう 国11 三 重 二科審査会員

浅野 美保子 あさの みほこ 東23 埼 玉 二科漢字部 入選

浅野 実侑 あさの みゆ 国54 東 京 一科詩文書部 入選

浅野 萌 あさの もえ 東14 岐 阜 二科漢字部 二科賞
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浅野 優子 あさの ゆうこ 国54 栃 木 一科漢字部 入選

浅野 裕香 あさの ゆうこう 国55 愛 知 一科詩文書部 入選

浅野 幽帆 あさの ゆうはん 国23 富 山 審査会員

朝日 好風 あさひ こうふう 東03 東 京 一科漢字部 入選

朝比奈 真美 あさひな まみ 東23 東 京 二科漢字部 入選

浅見 蕙川 あさみ けいせん 国55 北海道 一科詩文書部 入選

朝三 皐如 あさみ こうにょ 国23 徳 島 審査会員

浅見 紫響 あさみ しきょう 国23 埼 玉 審査会員

庵治 象石 あじ しょうせき 国23 大 阪 審査会員

芦田 由扇 あしだ ゆせん 国55 京 都 一科詩文書部 入選

明壁 直暉 あすかべ なおき 東14 愛 知 二科詩文書部 二科賞

東 敬子 あずま けいこ 国11 大 分 二科審査会員

安宅 泰子 あたか やすこ 国55 富 山 一科漢字部 入選

足立 愛弓 あだち あゆみ 国41 神奈川 一科詩文書部 秀逸

足立 和子 あだち かずこ 国12 大 分 二科審査会員

安達 鏡我 あだち きょうが 国41 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

安達 香悦 あだち こうえつ 国12 千 葉 二科審査会員

足立 翠泉 あだち すいせん 国03 東 京 一科審査会員

安達 千恵 あだち ちえ 国41 大 分 一科詩文書部 秀逸

足立 千啓 あだち ちひろ 東14 東 京 二科漢字部 二科賞

安達 優果 あだち ゆうか 東14 北海道 二科漢字部 二科賞

我妻 緑巣 あづま りょくそう 国03 北海道 一科審査会員

熱海 光風 あつみ こうふう 東03 東 京 一科漢字部 入選

渥美 秀月 あつみ しゅうげつ 東14 東 京 二科漢字部 二科賞

渥美 珠羽 あつみ たまは 国55 愛 知 一科漢字部 入選

跡治 宗和 あとじ そうわ 国41 富 山 一科篆刻部 入選

穴澤 杏苑 あなざわ きょうえん 東03 栃 木 一科漢字部 入選

阿南 真由美 あなん まゆみ 国37 大 分 審査会員

阿彦 應玖 あびこ おうきゅう 国21 埼 玉 一科詩文書部 毎日賞

阿部 暁秀 あべ あけみ 東03 埼 玉 一科漢字部 入選
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阿部 亜沙子 あべ あさこ 東03 神奈川 一科漢字部 入選

阿部 一皐 あべ いっこう 国01 東 京 一科審査会員

安部 華慧 あべ かけい 国01 大 分 一科審査会員

阿部 一臣 あべ かずおみ 東15 東 京 二科漢字部 二科賞

阿部 桂石 あべ けいせき 国04 千 葉 一科審査会員

阿部 江碧 あべ こうへき 国01 長 野 一科審査会員

阿部 心 あべ こころ 国55 北海道 一科かな部 入選

阿部 心 あべ こころ 国55 北海道 一科漢字部 入選

阿部 詩泉 あべ しせん 国41 群 馬 一科漢字部 秀逸

阿部 紫鳳 あべ しほう 国12 福 岡 二科審査会員

阿部 秀蘭 あべ しゅうらん 国23 愛 知 審査会員

阿部 寿山 あべ じゅざん 国04 北海道 一科審査会員

阿部 松壽 あべ しょうじゅ 国55 千 葉 一科漢字部 入選

阿部 青溪 あべ せいけい 国42 青 森 一科詩文書部 秀逸

阿部 泰然 あべ たいぜん 東03 埼 玉 一科漢字部 入選

阿部 千恵子 あべ ちえこ 国55 埼 玉 一科漢字部 入選

阿部 千尋 あべ ちひろ 国55 北海道 一科漢字部 入選

阿部 東園 あべ とうえん 東03 埼 玉 一科漢字部 入選

阿部 寧 あべ やすし 国02 東 京 審査会員

阿部 鷹玄 あべ ようげん 国23 東 京 審査会員

阿部 陽子 あべ ようこ 国23 山 形 審査会員

阿部 由枝 あべ よしえ 国55 北海道 一科詩文書部 入選

阿部 柳茜 あべ りゅうせん 東03 東 京 一科漢字部 入選

安保 育子 あぼ いくこ 東15 愛 知 二科詩文書部 二科賞

阿保 星海 あぼ せいかい 国55 青 森 一科漢字部 入選

安保 結芽乃 あぼう ゆめの 東15 愛 知 二科漢字部 二科賞

天野 几瑤 あまの きよう 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞

天野 煌葉 あまの こうよう 国55 東 京 一科漢字部 入選

天久 裕紀子 あまひさ ゆきこ 東23 東 京 二科かな部 入選

網蔵 櫻栞 あみくら おうかん 国41 東 京 一科漢字部 秀逸
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網倉 耿雪 あみくら こうせつ 東03 神奈川 一科詩文書部 入選

網野 蒼翠 あみの そうすい 東23 千 葉 二科漢字部 入選

網屋 春麗 あみや しゅんれい 国55 山 口 一科詩文書部 入選

雨宮 香祥 あめみや こうしょう 東19 神奈川 二科漢字部 準二科賞

雨宮 聖泉 あめみや せいせん 国12 東 京 二科審査会員

阿山 珠華 あやま しゅか 国41 千 葉 一科漢字部 秀逸

鮎澤 勝利 あゆさわ かつとし 国12 東 京 二科審査会員

新井 起鳳 あらい きほう 東15 埼 玉 二科詩文書部 二科賞

新井 堯延 あらい ぎょうえん 国23 東 京 審査会員

新井 彩佳 あらい さいか 国41 東 京 一科詩文書部 秀逸

新井 志仙 あらい しせん 東03 東 京 一科漢字部 入選

新井 紫踊 あらい しよう 東20 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

新井 静翠 あらい せいすい 国24 群 馬 審査会員

新井 健郎 あらい たけお 東23 埼 玉 二科詩文書部 入選

新井 てい あらい てい 国55 群 馬 一科漢字部 入選

荒井 美虹 あらい びこう 国55 富 山 一科漢字部 入選

新井 峯石 あらい ほうせき 国55 広 島 一科詩文書部 入選

荒井 彭仙 あらい ほうせん 国04 徳 島 一科審査会員

荒井 聖巳 あらい まさみ 東03 埼 玉 一科詩文書部 入選

荒井 麻那香 あらい まなか 東15 北海道 二科詩文書部 二科賞

荒井 麻那香 あらい まなか 東15 北海道 二科漢字部 二科賞

新井 唯真 あらい ゆうま 国21 千 葉 一科篆刻部 秀逸

新井 裕香 あらい ゆか 東23 茨 城 二科漢字部 入選

荒井 友貴子 あらい ゆきこ 東23 神奈川 二科詩文書部 入選

新井 洋子 あらい ようこ 国24 茨 城 審査会員

新井 葉川 あらい ようせん 国55 愛 知 一科詩文書部 入選

荒井 遥風 あらい ようふう 国55 徳 島 一科詩文書部 入選

荒井 柳郷 あらい りゅうきょう 東03 東 京 一科漢字部 入選

荒金 昌 あらかね あきら 国24 大 分 審査会員

荒金 治 あらかね おさむ 国24 大 分 審査会員
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荒金 幸葉 あらかね こうよう 国55 大 分 一科詩文書部 入選

荒金 節子 あらかね せつこ 国04 大 分 一科審査会員

荒金 大琳 あらかね たいりん 国01 大 分 理事

荒金 大琳 あらかね たいりん 東01 大 分 理事

荒金 和佳子 あらかね わかこ 国24 大 分 審査会員

荒川 貴泉 あらかわ きせん 国55 埼 玉 一科詩文書部 入選

荒川 京子 あらかわ きょうこ 国38 埼 玉 審査会員

荒川 幸子 あらかわ さちこ 国55 東 京 一科かな部 入選

荒川 清香 あらかわ せいこう 国55 愛 知 一科詩文書部 入選

荒木 光泉 あらき こうせん 東03 東 京 一科漢字部 入選

荒木 翠溪 あらき すいけい 国55 京 都 一科詩文書部 入選

荒木 昌子 あらき まさこ 東03 埼 玉 一科詩文書部 入選

荒木 蓮雪 あらき れんせつ 国55 神奈川 一科詩文書部 入選

荒澤 英博 あらさわ えいはく 東03 北海道 一科漢字部 入選

嵐口 香琴 あらしぐち こうきん 東03 千 葉 一科詩文書部 入選

嵐谷 八重子 あらしだに やえこ 国55 東 京 一科詩文書部 入選

荒田 美千代 あらた みちよ 国55 青 森 一科詩文書部 入選

荒谷 大丘 あらたに たいきゅう 国04 東 京 一科審査会員

荒畑 裕子 あらはた ゆうこ 東03 埼 玉 一科漢字部 入選

荒山 星 あらやま りんせい 国55 北海道 一科詩文書部 入選

有泉 淡秋 ありいずみ たんしゅう 東03 山 梨 一科漢字部 入選

有賀 則子 ありが のりこ 東19 神奈川 二科漢字部 準二科賞

有賀 萬喜 ありが まき 東03 東 京 一科漢字部 入選

有賀 夢園 ありが むえん 国55 東 京 一科漢字部 入選

有川 卓見 ありかわ たくみ 国02 富 山 審査会員

有川 立虹 ありかわ りっこう 国01 富 山 一科審査会員

有熊 玉琴 ありくま ぎょくきん 国55 山 口 一科詩文書部 入選

有澤 映泉 ありさわ えいせん 国41 富 山 一科詩文書部 秀逸

在田 佳子 ありた けいこ 国12 北海道 二科審査会員

在田 浩美 ありた ひろみ 国55 富 山 一科漢字部 入選
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有田 富美 ありた ふみ 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞

有野 舞 ありの まい 東03 千 葉 一科漢字部 入選

有吉 恭子 ありよし きょうこ 国55 神奈川 一科かな部 入選

阿波加 蒼岳 あわか そうがく 国04 富 山 一科審査会員

安藤 悦子 あんどう えつこ 国55 北海道 一科詩文書部 入選

安藤 杏葩 あんどう きょうは 国55 埼 玉 一科漢字部 入選

安藤 希倫 あんどう きり 東15 愛 知 二科詩文書部 二科賞

安藤 早百合 あんどう さゆり 国56 愛 知 一科詩文書部 入選

安藤 滴水 あんどう てきすい 国04 愛 知 一科審査会員

安藤 知子 あんどう ともこ 国56 愛 知 一科詩文書部 入選

安藤 浩義 あんどう ひろよし 東23 東 京 二科漢字部 入選

安藤 美仁 あんどう みひろ 東23 東 京 二科漢字部 入選

安納 武志 あんのう たけし 東23 埼 玉 二科漢字部 入選

安保 天寿 あんぽ てんじゅ 国04 北海道 一科審査会員
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