
崔 峯子 さい みねこ 東08 滋 賀 一科漢字部 入選

雑賀 棲月 さいか せいげつ 国38 大 阪 審査会員

雑賀 浦虹 さいが ほこう 国44 千 葉 一科漢字部 秀逸

齋川 蒼斗 さいかわ あおと 東26 神奈川 二科漢字部 入選

犀川 定伸 さいかわ さだのぶ 国38 愛 知 審査会員

齋木 華溪 さいき かけい 国44 千 葉 一科漢字部 秀逸

斉藤 逸湖 さいとう いつこ 東08 東 京 一科漢字部 入選

斉藤 櫻龍 さいとう おうりゅう 国29 北海道 審査会員

齋藤 佳緒里 さいとう かおり 国45 東 京 一科漢字部 秀逸

斎藤 佳舟 さいとう かしゅう 国68 大 阪 一科詩文書部 入選

斉藤 景玉 さいとう けいぎょく 国29 埼 玉 審査会員

斉藤 溪柊 さいとう けいしゅう 国45 埼 玉 一科漢字部 秀逸

齋藤 啓雪 さいとう けいせつ 東08 埼 玉 一科詩文書部 入選

齊藤 玄風 さいとう げんぷう 国16 北海道 二科審査会員

齋藤 孝貴 さいとう こうき 国68 愛 知 一科漢字部 入選

斉藤 耿星 さいとう こうせい 国29 山 口 審査会員

齋藤 湖舟 さいとう こしゅう 国06 山 形 一科審査会員

斎藤 さゆり さいとう さゆり 東16 北海道 二科詩文書部 二科賞

齋藤 紫音 さいとう しおん 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸

西東 峻谷 さいとう しゅんこく 東26 千 葉 二科漢字部 入選

斉藤 純雪 さいとう じゅんせつ 国45 福 岡 一科漢字部 秀逸

齋藤 紫搖 さいとう しよう 国29 北海道 審査会員

齋藤 菖園 さいとう しょうえん 国06 山 形 一科審査会員

齋藤 松聲 さいとう しょうせい 国68 山 形 一科漢字部 入選

齋藤 翠紅 さいとう すいこう 東08 新 潟 一科漢字部 入選

斉藤 翠星 さいとう すいせい 国16 東 京 二科審査会員

斎藤 青楓 さいとう せいふう 国21 大 阪 一科詩文書部 特選

齋藤 静和 さいとう せいわ 国68 千 葉 一科詩文書部 入選

齋藤 爽琇 さいとう そうしゅう 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸

齋藤 大貴 さいとう だいき 国45 愛 知 一科漢字部 秀逸

国立新美術館 ＆ 東京都美術館 陳列台帳
※非陳列は掲載されていません



斎藤 大麓 さいとう たいろく 国06 北海道 一科審査会員

齊藤 貴之 さいとう たかし 東26 東 京 二科詩文書部 入選

斉藤 千愛 さいとう ちい 国68 東 京 一科詩文書部 入選

齊藤 千春 さいとう ちはる 東08 海 外 一科漢字部 入選

斉藤 登志 さいとう とし 国68 東 京 一科漢字部 入選

齋藤 叶子 さいとう ともこ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

齋藤 裕久 さいとう ひろひさ 東26 東 京 二科漢字部 入選

齋藤 風珉 さいとう ふうみん 国68 東 京 一科詩文書部 入選

齋藤 邦賢 さいとう ほうけん 国29 北海道 審査会員

齋藤 北亭 さいとう ほくてい 国16 埼 玉 二科審査会員

齊藤 穆風 さいとう ぼくふう 国38 北海道 審査会員

齋藤 舞衣 さいとう まい 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

齊藤 舞音 さいとう まおん 国68 青 森 一科漢字部 入選

斎藤 正嗣 さいとう まさつぐ 国16 東 京 二科審査会員

齋藤 瑞季 さいとう みずき 東20 千 葉 二科漢字部 準二科賞

斎藤 光代 さいとう みつよ 国29 福 島 審査会員

齊藤 美由紀 さいとう みゆき 東26 東 京 二科漢字部 入選

斎藤 美蘭 さいとう みらん 国45 東 京 一科漢字部 秀逸

斉藤 佑叡 さいとう ゆうえい 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸

斎藤 幽華 さいとう ゆうか 国29 山 口 審査会員

斎藤 優子 さいとう ゆうこ 東26 東 京 二科詩文書部 入選

斉藤 由利子 さいとう ゆりこ 国68 千 葉 一科漢字部 入選

齋藤 李可子 さいとう りかこ 国45 青 森 一科漢字部 秀逸

齊藤 理芳 さいとう りほう 国68 北海道 一科漢字部 入選

斉藤 緑風 さいとう りょくふう 国29 北海道 審査会員

斉藤 和音 さいとう わいん 国68 東 京 一科詩文書部 入選

斎藤 和梗 さいとう わきょう 国06 千 葉 一科審査会員

齋藤 和葉 さいとう わよう 国68 静 岡 一科漢字部 入選

齋野 響月 さいの きょうげつ 国68 福 島 一科詩文書部 入選

佐伯 直子 さえき なおこ 東20 静 岡 二科漢字部 準二科賞
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五月女 順子 さおとめ じゅんこ 国68 神奈川 一科かな部 入選

佐賀 道子 さが みちこ 国07 埼 玉 一科審査会員

酒井 琴泉 さかい きんせん 国29 愛 知 審査会員

酒井 玄象 さかい げんしょう 国38 北海道 審査会員

酒井 香陽 さかい こうよう 国68 愛 知 一科漢字部 入選

坂井 紅綾 さかい こうりょう 国68 新 潟 一科漢字部 入選

坂井 俊斗 さかい しゅんと 東21 東 京 二科漢字部 準二科賞

酒井 奏雪 さかい そうせつ 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸

酒井 苔谿 さかい たいけい 国02 東 京 審査会員

酒井 汀花 さかい ていか 国68 富 山 一科詩文書部 入選

阪井 浩子 さかい ひろこ 国16 福 岡 二科審査会員

堺 宏美 さかい ひろみ 国29 富 山 審査会員

坂井 穂香 さかい ほのか 東26 東 京 二科漢字部 入選

酒井 導子 さかい みちこ 国16 栃 木 二科審査会員

酒井 弥生 さかい やよい 国45 福 井 一科かな部 秀逸

酒井 李果 さかい りか 国45 北海道 一科詩文書部 秀逸

坂井 玲華 さかい れいか 国45 富 山 一科詩文書部 秀逸

境野 祐希 さかいの ゆうき 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

坂上 薫 さかうえ かおる 東27 東 京 二科漢字部 入選

寒河江 幸子 さがえ さちこ 東27 千 葉 二科漢字部 入選

坂尾 竟成 さかお きょうせい 国68 徳 島 一科詩文書部 入選

榊原 京子 さかきばら きょうこ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

榊原 紫香 さかきばら しこう 東08 愛 知 一科漢字部 入選

坂口 奈緒 さかぐち なお 東27 東 京 二科かな部 入選

阪口 信幸 さかぐち のぶゆき 東27 静 岡 二科詩文書部 入選

坂路 犀香 さかじ さいこう 国68 福 島 一科詩文書部 入選

坂下 歸真 さかした きしん 国38 栃 木 審査会員

坂下 清穂 さかした せいすい 国29 福 島 審査会員

坂田 静川 さかた せいせん 国68 北海道 一科漢字部 入選

坂田 晴巳 さかた はるみ 国68 福 岡 一科詩文書部 入選
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坂田 正博 さかた まさひろ 国69 富 山 一科漢字部 入選

坂根 悦蘭 さかね えつらん 国38 京 都 審査会員

坂林 雅翠 さかばやし がすい 国69 富 山 一科漢字部 入選

酒巻 榮子 さかまき としこ 東08 千 葉 一科詩文書部 入選

坂本 晃子 さかもと あきこ 東08 東 京 一科漢字部 入選

坂本 敦子 さかもと あつこ 国69 神奈川 一科漢字部 入選

坂本 啓子 さかもと けいこ 東08 茨 城 一科漢字部 入選

坂本 幸流 さかもと こうりゅう 国29 埼 玉 審査会員

坂本 彩虹 さかもと さいこう 国45 北海道 一科詩文書部 秀逸

坂元 紫香 さかもと しこう 国07 福 岡 一科審査会員

坂本 秀嵐 さかもと しゅうらん 国69 富 山 一科漢字部 入選

坂本 朱凰 さかもと しゅこう 東08 東 京 一科詩文書部 入選

坂本 春翠 さかもと しゅんすい 東08 長 崎 一科詩文書部 入選

坂本 笙山 さかもと しょうざん 国69 北海道 一科詩文書部 入選

阪本 祥鳳 さかもと しょうほう 国16 北海道 二科審査会員

坂本 多恵 さかもと たえ 国69 東 京 一科漢字部 入選

坂本 智恵子 さかもと ちえこ 国69 北海道 一科詩文書部 入選

坂本 千陽 さかもと ちはる 国38 埼 玉 審査会員

坂本 葉津 さかもと はづ 東08 千 葉 一科漢字部 入選

坂本 風佳 さかもと ふうか 国69 京 都 一科詩文書部 入選

坂本 美奈子 さかもと みなこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

坂本 美雪 さかもと みゆき 国69 北海道 一科かな部 入選

坂元 理葉 さかもと りよう 国38 東 京 審査会員

坂本 凌舟 さかもと りょうしゅう 国29 兵 庫 審査会員

佐川 和風 さがわ わふう 国69 福 島 一科詩文書部 入選

鷺岡 青湖 さぎおか せいこ 国29 富 山 審査会員

鷺谷 宗琴 さぎたに そうきん 国69 東 京 一科詩文書部 入選

作佐部 京子 さくさべ きょうこ 国44 栃 木 一科篆刻部 入選

作田 敬風 さくた けいふう 国29 北海道 審査会員

作間 華汐 さくま かせき 国69 宮 城 一科詩文書部 入選
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佐久間 杏村 さくま きょうそん 国69 福 島 一科詩文書部 入選

佐久間 憬雲 さくま けいうん 国16 福 島 二科審査会員

佐久間 松聲 さくま しょうせい 国29 千 葉 審査会員

佐久間 東紅 さくま とうこう 東08 埼 玉 一科漢字部 入選

佐久間 鯉雪 さくま りせつ 東08 東 京 一科詩文書部 入選

櫻井 明子 さくらい あきこ 国29 北海道 審査会員

櫻井 九晨 さくらい きゅうしん 国16 北海道 二科審査会員

櫻井 煌翠 さくらい こうすい 国29 東 京 審査会員

桜井 聖子 さくらい せいこ 国69 愛 知 一科詩文書部 入選

櫻井 正剛 さくらい せいごう 国69 山 形 一科漢字部 入選

桜井 辰雄 さくらい たつお 国07 埼 玉 一科審査会員

桜井 美佐子 さくらい みさこ 国16 埼 玉 二科審査会員

桜井 幹大 さくらい もとひろ 国16 千 葉 二科審査会員

桜井 和香 さくらい わこう 国29 愛 知 審査会員

櫻岡 竹悦 さくらおか ちくえつ 東08 東 京 一科詩文書部 入選

桜武 絹江 さくらぶ きぬえ 東27 東 京 二科漢字部 入選

笹川 瑞恵 ささかわ みずえ 国69 東 京 一科漢字部 入選

笹川 游月 ささがわ ゆうげつ 東27 東 京 二科漢字部 入選

佐々木 昭人 ささき あきと 国29 東 京 審査会員

佐々木 あや子 ささき あやこ 国69 神奈川 一科漢字部 入選

佐々木 彩子 ささき あやこ 国69 大 分 一科漢字部 入選

佐々木 永芳 ささき えいほう 東08 群 馬 一科詩文書部 入選

佐々木 鸚花 ささき おうか 国45 東 京 一科漢字部 秀逸

佐々木 和子 ささき かずこ 国45 北海道 一科漢字部 秀逸

佐々木 和子 ささき かずこ 東27 東 京 二科詩文書部 入選

佐々木 公江 ささき きみえ 国07 岡 山 一科審査会員

佐々木 圭 ささき けい 国69 岩 手 一科詩文書部 入選

佐々木 香魚 ささき こうぎょ 国07 岐 阜 一科審査会員

佐々木 幸枝 ささき さちえ 国16 北海道 二科審査会員

佐々木 紫鴛 ささき しえん 国69 神奈川 一科詩文書部 入選
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佐々木 雫佳 ささき しずか 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

佐々木 楸花 ささき しゅうか 国69 東 京 一科詩文書部 入選

佐々木 順沙 ささき じゅんさ 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

佐々木 正演 ささき しょうえん 国07 埼 玉 一科審査会員

佐々木 水苑 ささき すいえん 国07 宮 城 一科審査会員

佐々木 翠華 ささき すいか 国16 大 分 二科審査会員

佐々木 晴翠 ささき せいすい 国69 北海道 一科詩文書部 入選

佐々木 滄月 ささき そうげつ 国45 岩 手 一科詩文書部 秀逸

佐々木 徳湖 ささき とくこ 国16 東 京 二科審査会員

佐々木 久枝 ささき ひさえ 国38 神奈川 審査会員

佐々木 浩斗 ささき ひろと 国45 北海道 一科漢字部 秀逸

佐々木 真由美 ささき まゆみ 国69 栃 木 一科詩文書部 入選

佐々木 美奈子 ささき みなこ 国69 千 葉 一科漢字部 入選

佐々木 優子 ささき ゆうこ 国16 神奈川 二科審査会員

佐々木 游水 ささき ゆうすい 国45 青 森 一科詩文書部 秀逸

佐々木 瑤舟 ささき ようしゅう 国69 大 阪 一科かな部 入選

佐々木 隆道 ささき りゅうどう 国69 福 岡 一科詩文書部 入選

佐々木 綾秀 ささき りょうしゅう 東16 神奈川 二科漢字部 二科賞

佐々木 和童 ささき わどう 国69 東 京 一科漢字部 入選

笹倉 淳 ささくら じゅん 国02 大 分 審査会員

笹倉 凌石 ささくら りょうせき 国01 大 分 一科審査会員

笹嶋 健人 ささじま けんと 国69 北海道 一科漢字部 入選

笹本 翠雪 ささもと すいせつ 東08 東 京 一科詩文書部 入選

笹森 皐月 ささもり さつき 東27 東 京 二科詩文書部 入選

笹森 信吾 ささもり しんご 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

笹森 たみ子 ささもり たみこ 国69 北海道 一科漢字部 入選

笹山 万喜子 ささやま まきこ 国69 愛 知 一科詩文書部 入選

佐治 恵星 さじ けいせい 東08 神奈川 一科詩文書部 入選

佐治 史恵 さじ ふみえ 東08 神奈川 一科詩文書部 入選

佐田 馨春 さだ けいしゅん 国69 福 岡 一科詩文書部 入選
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佐田 理子 さだ りこ 国69 福 岡 一科詩文書部 入選

貞方 朱 さだかた しゅおう 国45 長 崎 一科詩文書部 秀逸

佐竹 泉楊 さたけ せんよう 国69 東 京 一科漢字部 入選

佐藤 葵 さとう あおい 東08 千 葉 一科漢字部 入選

佐籐 理 さとう あや 国69 東 京 一科漢字部 入選

佐藤 樹 さとう いつき 東20 神奈川 二科詩文書部 準二科賞

佐藤 卯庵 さとう うあん 東08 東 京 一科詩文書部 入選

佐藤 和子 さとう かずこ 東27 東 京 二科かな部 入選

佐藤 花奏 さとう かなで 東27 神奈川 二科詩文書部 入選

佐藤 香代子 さとう かよこ 国69 大 分 一科かな部 入選

佐藤 雅嵐 さとう がらん 国29 東 京 審査会員

佐藤 協子 さとう きょうこ 東27 東 京 二科漢字部 入選

佐藤 久美子 さとう くみこ 東27 東 京 二科詩文書部 入選

佐藤 畦園 さとう けいえん 国69 青 森 一科詩文書部 入選

佐藤 恵和 さとう けいか 国29 徳 島 審査会員

佐藤 恵子 さとう けいこ 東08 北海道 一科漢字部 入選

佐藤 啓子 さとう けいこ 国50 神奈川 二科篆刻部 入選

佐藤 幸玉 さとう こうぎょく 国45 埼 玉 一科漢字部 秀逸

佐藤 紅葩 さとう こうは 東08 千 葉 一科漢字部 入選

佐藤 紅峰 さとう こうほう 国69 富 山 一科詩文書部 入選

佐藤 紫 さとう しすい 東27 静 岡 二科漢字部 入選

佐藤 秀瑛 さとう しゅうえい 国69 神奈川 一科詩文書部 入選

佐藤 春凛 さとう しゅんりん 国69 新 潟 一科漢字部 入選

佐藤 昭子 さとう しょうこ 国02 北海道 名誉会員

佐藤 祥聲 さとう しょうせい 国45 茨 城 一科詩文書部 秀逸

佐藤 咲雪 さとう しょうせつ 国69 宮 城 一科詩文書部 入選

佐藤 霽月 さとう せいげつ 国21 福 島 一科詩文書部 特選

佐藤 青山 さとう せいざん 東16 宮 城 二科詩文書部 二科賞

佐藤 清芳 さとう せいほう 東08 神奈川 一科漢字部 入選

佐藤 青瑤 さとう せいよう 国29 大 分 審査会員
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佐藤 静漣 さとう せいれん 国45 神奈川 一科漢字部 秀逸

佐藤 石蘭 さとう せきらん 国16 北海道 二科審査会員

佐藤 宗香 さとう そうこう 国29 徳 島 審査会員

佐藤 帯雪 さとう たいせつ 国07 東 京 一科審査会員

佐藤 多佳子 さとう たかこ 国29 北海道 審査会員

佐藤 匠 さとう たくみ 国29 埼 玉 審査会員

佐藤 忠 さとう ただし 国44 神奈川 一科篆刻部 入選

佐藤 環 さとう たまき 国69 徳 島 一科詩文書部 入選

佐藤 千恵子 さとう ちえこ 東27 神奈川 二科漢字部 入選

佐藤 竹石 さとう ちくせき 東08 長 崎 一科詩文書部 入選

佐藤 潮香 さとう ちょうか 国38 大 分 審査会員

佐藤 篤實 さとう とくじつ 国69 栃 木 一科詩文書部 入選

佐藤 敏江 さとう としえ 国45 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

佐藤 敏子 さとう としこ 国69 大 分 一科詩文書部 入選

佐藤 智子 さとう ともこ 国44 広 島 一科篆刻部 入選

佐藤 朋子 さとう ともこ 国38 東 京 審査会員

佐藤 菜穂 さとう なお 国45 北海道 一科漢字部 秀逸

佐藤 修子 さとう なおこ 国70 北海道 一科詩文書部 入選

佐藤 典子 さとう のりこ 東08 神奈川 一科詩文書部 入選

佐藤 晴美 さとう はるみ 東08 埼 玉 一科詩文書部 入選

佐藤 尚代 さとう ひさよ 東27 神奈川 二科漢字部 入選

佐藤 博実 さとう ひろみ 国16 北海道 二科審査会員

佐藤 藤代 さとう ふじよ 国70 群 馬 一科漢字部 入選

佐藤 文香 さとう ふみか 東20 茨 城 二科漢字部 準二科賞

佐藤 昌弘 さとう まさひろ 国02 北海道 審査会員 準大賞

佐藤 美沙子 さとう みさこ 東27 東 京 二科漢字部 入選

佐藤 美蕉 さとう みしょう 国29 埼 玉 審査会員

佐藤 光子 さとう みつこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

佐藤 美奈子 さとう みなこ 東20 埼 玉 二科漢字部 準二科賞

佐藤 百々音 さとう ももね 東16 北海道 二科漢字部 二科賞
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佐藤 有華 さとう ゆうか 東16 北海道 二科かな部 二科賞

佐藤 優子 さとう ゆうこ 東16 宮 城 二科詩文書部 二科賞

佐藤 裕造 さとう ゆうぞう 東27 東 京 二科漢字部 入選

佐藤 有希子 さとう ゆきこ 東20 千 葉 二科詩文書部 準二科賞

佐藤 由紀子 さとう ゆきこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

佐藤 瑤芳 さとう ようほう 国45 東 京 一科漢字部 秀逸

佐藤 梨恵 さとう りえ 国70 東 京 一科詩文書部 入選

佐藤 莉音 さとう りおん 国45 大 阪 一科漢字部 秀逸

佐藤 鯉芳 さとう りほう 国70 広 島 一科詩文書部 入選

佐藤 龍一 さとう りょういち 東20 千 葉 二科詩文書部 準二科賞

佐藤 亮司 さとう りょうじ 国70 東 京 一科漢字部 入選

佐藤 緑風 さとう りょくふう 国38 愛 知 審査会員

佐藤 瑠香 さとう るか 東16 北海道 二科漢字部 二科賞

佐藤 連山 さとう れんざん 国29 神奈川 審査会員

里見 明子 さとみ あきこ 東08 東 京 一科漢字部 入選

真田 雲舟 さなだ うんしゅう 東27 神奈川 二科詩文書部 入選

眞田 臥雲 さなだ がうん 国70 富 山 一科漢字部 入選

佐野 一子 さの いちこ 国02 宮 城 審査会員

佐野 啓翆 さの けいすい 東27 千 葉 二科漢字部 入選

佐野 彩巴 さの さえ 国70 富 山 一科詩文書部 入選

佐野 尚峰 さの しょうほう 東08 千 葉 一科漢字部 入選

佐野 翠峰 さの すいほう 国16 愛 知 二科審査会員

佐野 毅 さの たけし 国45 静 岡 一科詩文書部 秀逸

佐野 倫子 さの ともこ 国45 静 岡 一科詩文書部 秀逸

佐野 遥乃 さの はるの 東20 神奈川 二科漢字部 準二科賞

佐野 美香子 さの みかこ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

佐野 美由紀 さの みゆき 東27 神奈川 二科漢字部 入選

鮫島 愛美 さめじま あみ 国70 神奈川 一科詩文書部 入選

佐山 直美 さやま なおみ 国70 栃 木 一科詩文書部 入選

澤 紗代子 さわ さよこ 国70 富 山 一科詩文書部 入選
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澤木 雅人 さわき まさと 国70 愛 知 一科漢字部 入選

澤口 紫翠 さわぐち しすい 国29 海 外 審査会員

澤崎 愛菜 さわさき あいな 国70 富 山 一科漢字部 入選

澤谷 煌華 さわたに こうか 国45 富 山 一科詩文書部 秀逸

澤村 和代 さわむら かずよ 東08 東 京 一科かな部 入選

澤目 真希 さわめ まき 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

澤山 丹悟 さわやま たんご 東27 東 京 二科漢字部 入選

三五 聖子 さんご せいこ 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

三條 心堂 さんじょう しんどう 国70 栃 木 一科詩文書部 入選

山王堂 芳翠 さんのうどう ほうすい 国70 栃 木 一科詩文書部 入選

三野宮 純 さんのみや じゅん 東20 東 京 二科詩文書部 準二科賞

三宮 東洲 さんのみや とうしゅう 国38 東 京 審査会員

三部 華榮 さんべ かえい 東20 東 京 二科漢字部 準二科賞

三瓶 美晴 さんぺい みはる 東27 東 京 二科詩文書部 入選

三本菅 伊都子 さんぼんすげ いつこ 国29 北海道 審査会員
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