
ファデン 香琉 ふぁでん こうりゅう 東12 海 外 一科漢字部 入選

深江 京州 ふかえ きょうしゅう 国09 北海道 一科審査会員

深澤 瑛泉 ふかさわ えいせん 東18 長 野 二科漢字部 二科賞

深田 成空 ふかた せいくう 国82 東 京 一科かな部 入選

深田 星藍 ふかた せいらん 国83 東 京 一科詩文書部 入選

深畑 紅華 ふかはた こうか 国34 宮 城 審査会員

深谷 勇介 ふかや ゆうすけ 国21 愛 知 一科詩文書部 特選

布川 志芳 ふかわ しほう 東12 千 葉 一科漢字部 入選

吹野 沙秀 ふきの さしゅう 国34 千 葉 審査会員

福井 清泉 ふくい せいせん 国83 東 京 一科漢字部 入選

福井 美南 ふくい みなみ 東30 東 京 二科かな部 入選

福岡 香花 ふくおか こうか 国19 千 葉 二科審査会員

福川 翠 ふくかわ みどり 国83 愛 知 一科漢字部 入選

福澤 知子 ふくざわ ともこ 東12 神奈川 一科漢字部 入選

福島 光湖 ふくしま こうこ 東12 埼 玉 一科漢字部 入選

福島 才薗 ふくしま さいえん 国49 埼 玉 一科漢字部 秀逸

福嶋 祥佳 ふくしま しょうか 東30 東 京 二科漢字部 入選

福島 十八 ふくしま とはち 東22 神奈川 二科詩文書部 準二科賞

福島 寿恵 ふくしま ひさえ 東30 東 京 二科詩文書部 入選

福島 壽紀 ふくしま ひさき 東13 東 京 一科漢字部 入選

福島 蓉茜 ふくしま ようせん 国83 千 葉 一科詩文書部 入選

福住 峯象 ふくずみ ほうしょう 国35 兵 庫 審査会員

福田 虹霞 ふくた こうか 国83 山 口 一科漢字部 入選

福田 玉芳 ふくだ ぎょくほう 東30 東 京 二科漢字部 入選

福田 馨風 ふくだ けいふう 国83 東 京 一科かな部 入選

福田 彩苑 ふくだ さいえん 国19 東 京 二科審査会員

福田 彩霞 ふくだ さいか 東13 東 京 一科詩文書部 入選

福田 秀瑩 ふくだ しゅうえい 国83 神奈川 一科漢字部 入選

福田 鷲峰 ふくだ しゅうほう 国01 千 葉 評議員

福田 樹山 ふくだ じゅざん 国19 京 都 二科審査会員
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福田 純子 ふくだ すみこ 国83 兵 庫 一科詩文書部 入選

福田 聖逢 ふくだ せいほう 国83 北海道 一科漢字部 入選

福田 倫子 ふくだ ともこ 国49 神奈川 一科詩文書部 秀逸

福田 智武 ふくだ ともたけ 国35 大 阪 審査会員

福田 真之 ふくだ まさゆき 国49 神奈川 一科漢字部 秀逸

福谷 紅華 ふくたに こうか 国19 愛 知 二科審査会員

福地 廣美 ふくち ひろみ 国34 大 分 審査会員

福冨 翠楊 ふくとみ すいよう 国19 富 山 二科審査会員

福富 牧子 ふくとみ まきこ 国55 北海道 一科漢字部 入選

福富 玲茜 ふくとみ れいせん 国01 栃 木 一科審査会員

福原 喜代子 ふくはら きよこ 東13 東 京 一科漢字部 入選

福原 瑞遠 ふくはら ずいえん 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

福原 知蘭 ふくはら ちらん 国83 東 京 一科漢字部 入選

福原 幸子 ふくはら ゆきこ 東13 埼 玉 一科詩文書部 入選

福村 俊子 ふくむら としこ 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

福元 姜雪 ふくもと きょうせつ 東13 千 葉 一科詩文書部 入選

福本 梅香 ふくもと ばいこう 国83 東 京 一科漢字部 入選

福山 昌子 ふくやま まさこ 国35 神奈川 審査会員

袋 瑞華 ふくろ みずか 国49 富 山 一科漢字部 秀逸

房宗 身奈 ふさむね みな 東30 群 馬 二科漢字部 入選

藤井 一敦 ふじい いっとん 国49 東 京 一科漢字部 秀逸

藤井 和彦 ふじい かずひこ 国83 愛 知 一科詩文書部 入選

藤井 玉翠 ふじい ぎょくすい 国19 富 山 二科審査会員

藤井 紅萼 ふじい こうがく 国83 愛 知 一科詩文書部 入選

藤井 紅陽 ふじい こうよう 国83 愛 知 一科詩文書部 入選

藤井 皐連 ふじい こうれん 国83 岩 手 一科詩文書部 入選

藤井 紫紅 ふじい しこう 国83 兵 庫 一科漢字部 入選

藤井 芝石 ふじい しせき 国83 神奈川 一科詩文書部 入選

藤井 実山 ふじい じつざん 東13 神奈川 一科漢字部 入選

藤井 祥一 ふじい しょういち 東30 東 京 二科漢字部 入選
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藤井 友子 ふじい ともこ 東29 千 葉 二科詩文書部 入選

藤井 白綏 ふじい はくすい 国83 兵 庫 一科詩文書部 入選

藤井 花 ふじい はな 東13 千 葉 一科漢字部 入選

藤井 美颯 ふじい びそう 国09 大 分 一科審査会員

藤井 碧峰 ふじい へきほう 国49 富 山 一科漢字部 秀逸

藤井 真弓 ふじい まゆみ 国83 愛 知 一科詩文書部 入選

藤井 保代 ふじい やすよ 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

藤井 麗華 ふじい れいか 国83 東 京 一科漢字部 入選

藤生 華栄 ふじう かえい 東13 群 馬 一科詩文書部 入選

藤生 泰玉 ふじう たいぎょく 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤岡 勢涼 ふじおか せいりょう 国49 大 阪 一科漢字部 秀逸

藤掛 蕙芳 ふじかけ けいほう 国20 東 京 二科審査会員

藤川 厚美 ふじかわ あつみ 東30 神奈川 二科漢字部 入選

藤川 早苗 ふじかわ さなえ 国49 富 山 一科漢字部 秀逸

藤木 香蘭 ふじき こうらん 国83 福 岡 一科詩文書部 入選

藤澤 邦子 ふじさわ くにこ 国20 北海道 二科審査会員

藤澤 志保 ふじさわ しほ 国83 東 京 一科漢字部 入選

藤澤 歴山 ふじさわ れきざん 国35 大 分 審査会員

藤城 和美 ふじしろ かずみ 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 彩華 ふじた あやか 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 以津子 ふじた いつこ 国35 東 京 審査会員

藤田 喜代子 ふじた きよこ 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 久美子 ふじた くみこ 東30 神奈川 二科漢字部 入選

藤田 元樹 ふじた げんき 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 紅桂 ふじた こうけい 国83 兵 庫 一科詩文書部 入選

藤田 紅燁 ふじた こうよう 東13 千 葉 一科詩文書部 入選

藤田 彩白 ふじた さいはく 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 美篝 ふじた びこう 国83 大 阪 一科詩文書部 入選

藤田 壽樹 ふじた ひさき 国10 千 葉 一科審査会員

藤田 風花 ふじた ふうか 国35 北海道 審査会員
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藤田 眞理子 ふじた まりこ 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤田 美智子 ふじた みちこ 国35 北海道 審査会員

藤田 明逢 ふじた めいほう 国83 大 阪 一科漢字部 入選

藤田 優子 ふじた ゆうこ 国49 新 潟 一科漢字部 秀逸

藤田 陽子 ふじた ようこ 国83 東 京 一科漢字部 入選

藤田 嶺葉 ふじた れいよう 国83 東 京 一科詩文書部 入選

藤谷 千夢 ふじたに せんむ 国49 埼 玉 一科漢字部 秀逸

藤塚 良枝 ふじつか よしえ 国83 神奈川 一科漢字部 入選

藤戸 玲翠 ふじと れいすい 東30 千 葉 二科漢字部 入選

藤永 義香 ふじなが ぎこう 国46 大 分 一科篆刻部 入選

藤沼 亜衣 ふじぬま あい 国46 栃 木 一科篆刻部 入選

藤野 桃香 ふじの とうこう 国83 愛 知 一科漢字部 入選

藤野 典子 ふじの のりこ 国49 兵 庫 一科詩文書部 秀逸

藤野 美翠 ふじの びすい 国35 東 京 審査会員

不死原 恵美子 ふしはら えみこ 国46 東 京 一科篆刻部 入選

藤巻 昭二 ふじまき しょうじ 国01 埼 玉 理事

藤巻 昭二 ふじまき しょうじ 東01 埼 玉 理事

藤村 煌永 ふじむら こうえい 国83 徳 島 一科詩文書部 入選

藤村 秀美 ふじむら ひでみ 東18 北海道 二科詩文書部 二科賞

藤本 篤 ふじもと あつし 国20 大 分 二科審査会員

藤元 山翠 ふじもと さんすい 国83 鹿児島 一科詩文書部 入選

藤本 曙千 ふじもと しょせん 東13 埼 玉 一科詩文書部 入選

藤本 陽 ふじもと たかし 国21 大 分 一科漢字部 特選

藤本 芳園 ふじもと ほうえん 国49 東 京 一科詩文書部 秀逸

藤本 芳霞 ふじもと ほうか 国35 山 口 審査会員

藤本 美奈子 ふじもと みなこ 東22 東 京 二科漢字部 準二科賞

藤本 瑶香 ふじもと ようこう 国49 徳 島 一科詩文書部 秀逸

藤盛 鐘子 ふじもり しょうこ 東30 東 京 二科漢字部 入選

藤森 翠雲 ふじもり すいうん 国35 富 山 審査会員

藤山 昴月 ふじやま こうげつ 国83 東 京 一科かな部 入選
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藤原 あすか ふじわら あすか 東22 東 京 二科漢字部 準二科賞

藤原 英眸 ふじわら えいぼう 国35 兵 庫 審査会員

冨士原 和代 ふじわら かずよ 国83 千 葉 一科詩文書部 入選

藤原 渓華 ふじわら けいか 国21 北海道 一科漢字部 特選

藤原 渓華 ふじわら けいか 国83 北海道 一科かな部 入選

藤原 趣圭 ふじわら しゅけい 国83 愛 知 一科詩文書部 入選

藤原 小圃 ふじわら しょうほ 国35 埼 玉 審査会員

藤原 成子 ふじわら せいこ 東22 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

藤原 宗玉 ふじわら そうぎょく 国49 埼 玉 一科漢字部 秀逸

藤原 まゆみ ふじわら まゆみ 国83 兵 庫 一科詩文書部 入選

藤原 悠里 ふじわら ゆうり 国49 北海道 一科詩文書部 秀逸

布施 光蔦 ふせ こうちょう 国35 埼 玉 審査会員

布施 宏美 ふせ ひろみ 国83 埼 玉 一科漢字部 入選

布施 真由 ふせ まゆ 東22 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

二枝 香那 ふたえだ かな 国35 長 崎 審査会員

二上 英子 ふたがみ えいこ 国83 富 山 一科漢字部 入選

二塚 花雪 ふたつか かせつ 国35 茨 城 審査会員

二木 彩虹 ふたつぎ さいこう 国20 福 岡 二科審査会員

二木 抱州 ふたつぎ ほうしゅう 国35 福 岡 審査会員

二羽 穂菫 ふたば すいきん 東13 埼 玉 一科漢字部 入選

二見 舞千 ふたみ まいせん 東13 埼 玉 一科漢字部 入選

渕上 華峰 ふちがみ かほう 国49 大 阪 一科漢字部 秀逸

渕上 丘華 ふちがみ きゅうか 東13 東 京 一科漢字部 入選

渕野 法泉 ふちの ほうせん 国83 大 分 一科詩文書部 入選

渕本 由紀 ふちもと ゆき 東18 埼 玉 二科漢字部 二科賞

船木 恵美子 ふなき えみこ 東30 千 葉 二科漢字部 入選

船木 雅美 ふなき まさみ 東22 東 京 二科かな部 準二科賞

舟越 美那子 ふなこし みなこ 国83 北海道 一科かな部 入選

船谷 幸子 ふなたに さちこ 東30 東 京 二科漢字部 入選

船津 亜紀 ふなつ あき 国83 神奈川 一科詩文書部 入選
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舟戸 海 ふなと かいおう 国49 愛 知 一科詩文書部 秀逸

舩橋 瑶流 ふなばし ようりゅう 国39 埼 玉 審査会員

古家 穂園 ふるいえ すいえん 東22 東 京 二科漢字部 準二科賞

古上 駿孝 ふるかみ しゅんこう 東18 山 口 二科詩文書部 二科賞

古川 歌炎 ふるかわ かえん 東13 東 京 一科漢字部 入選

古川 錦舟 ふるかわ きんしゅう 国83 福 島 一科詩文書部 入選

古川 静 ふるかわ しづ 国84 神奈川 一科詩文書部 入選

古川 眞一 ふるかわ しんいち 国84 新 潟 一科漢字部 入選

古川 碩洋 ふるかわ せきよう 国84 埼 玉 一科詩文書部 入選

古川 太久 ふるかわ たいきゅう 国84 北海道 一科詩文書部 入選

古川 三代子 ふるかわ みよこ 国84 東 京 一科詩文書部 入選

古川 陽子 ふるかわ ようこ 国84 東 京 一科漢字部 入選

古川 和風 ふるかわ わふう 東30 神奈川 二科漢字部 入選

古崎 碧泉 ふるさき へきせん 国84 愛 知 一科詩文書部 入選

古里 玄希 ふるさと げんき 東13 神奈川 一科詩文書部 入選

古里 とも子 ふるさと ともこ 東22 千 葉 二科かな部 準二科賞

古里 航 ふるさと わたる 国46 神奈川 一科篆刻部 入選

古澤 柳雪 ふるさわ りゅうせつ 東13 東 京 一科漢字部 入選

古庄 隆枝 ふるしょう たかえ 東18 愛 知 二科詩文書部 二科賞

古田 恵子 ふるた けいこ 国84 兵 庫 一科詩文書部 入選

古田 碧草 ふるた へきそう 国09 富 山 一科審査会員

古橋 玉繍 ふるはし ぎょくしゅう 東13 東 京 一科漢字部 入選

古村 青霞 ふるむら せいか 国84 佐 賀 一科詩文書部 入選

古本 眞砂子 ふるもと まさこ 東13 千 葉 一科詩文書部 入選

古谷 修 ふるや おさむ 東30 埼 玉 二科漢字部 入選

古屋 桂風 ふるや けいふう 東13 神奈川 一科漢字部 入選

古屋 紘光 ふるや こうこう 国35 神奈川 審査会員

古谷 汐雪 ふるや ちょうせつ 東30 東 京 二科詩文書部 入選

古屋 桃苑 ふるや とうえん 国84 東 京 一科漢字部 入選

古谷 直美 ふるや なおみ 国49 大 阪 一科漢字部 秀逸
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不破 白暢 ふわ はくちょう 国09 東 京 一科審査会員
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