
水津 典雅 すいづ てんが 国71 山 口 一科詩文書部 入選

末次 眩希 すえつぐ げんき 国45 山 口 一科漢字部 秀逸

末續 眞奈美 すえつぐ まなみ 東09 東 京 一科漢字部 入選

末森 水苑 すえもり すいえん 国30 島 根 審査会員

末安 勝白 すえやす しょうはく 国45 大 阪 一科詩文書部 秀逸

須賀 紅月 すが こうげつ 国71 大 分 一科詩文書部 入選

須賀 淑蘭 すが しゅくらん 東17 栃 木 二科詩文書部 二科賞

菅 珠泉 すが しゅせん 国71 大 分 一科詩文書部 入選

菅井 心 すがい こころ 東27 東 京 二科詩文書部 入選

菅井 子星 すがい しせい 国71 静 岡 一科詩文書部 入選

菅田 恵風 すがた けいふう 東09 東 京 一科漢字部 入選

須賀田 翔華 すがた しょうか 国71 千 葉 一科漢字部 入選

菅沼 華泉 すがぬま かせん 東21 神奈川 二科詩文書部 準二科賞

菅沼 晴江 すがぬま はるえ 東27 東 京 二科漢字部 入選

菅沼 礼泉 すがぬま れいせん 国72 静 岡 一科漢字部 入選

菅野 溪岳 すがの けいがく 国30 埼 玉 審査会員

須川 翠溪 すがわ すいけい 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

菅原 義功 すがわら ぎこう 東27 神奈川 二科漢字部 入選

菅原 実子 すがわら みつこ 国72 東 京 一科かな部 入選

杉浦 陽 すぎうら みなみ 国45 愛 知 一科詩文書部 秀逸

杉江 桜舟 すぎえ おうしゅう 東27 東 京 二科漢字部 入選

杉岡 真紀 すぎおか まき 東09 埼 玉 一科詩文書部 入選

杉崎 節子 すぎさき せつこ 東21 千 葉 二科漢字部 準二科賞

杉澤 藍水 すぎさわ らんすい 国72 富 山 一科詩文書部 入選

杉田 珠香 すぎた じゅこう 東21 神奈川 二科漢字部 準二科賞

杉田 春幸 すぎた しゅんこう 国72 大 分 一科詩文書部 入選

杉田 春生 すぎた しゅんしょう 国72 大 分 一科詩文書部 入選

杉田 春翠 すぎた しゅんすい 東17 愛 知 二科詩文書部 二科賞

杉田 梢悦 すぎた しょうえつ 国17 東 京 二科審査会員

杉田 真優 すぎた しんゆう 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸
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杉戸 神泉 すぎと しんせん 国45 愛 知 一科詩文書部 秀逸

杉野 閑山 すぎの かんざん 国17 東 京 二科審査会員

杉原 祥太 すぎはら しょうた 国45 北海道 一科漢字部 秀逸

杉原 美翠 すぎはら びすい 国72 千 葉 一科詩文書部 入選

杉原 友美子 すぎはら ゆみこ 東09 東 京 一科詩文書部 入選

杉村 帰心 すぎむら きしん 国38 北海道 審査会員

杉村 友香 すぎむら ともか 国72 三 重 一科詩文書部 入選

椙村 百折 すぎむら ひゃくせつ 国45 愛 知 一科詩文書部 秀逸

杉村 美香 すぎむら みか 国72 秋 田 一科詩文書部 入選

杉本 操子 すぎもと あやこ 国45 千 葉 一科詩文書部 秀逸

杉本 安優 すぎもと あゆ 国48 千 葉 二科篆刻部 準二科賞

杉本 佳延 すぎもと かえん 国30 東 京 審査会員

杉本 京扇 すぎもと きょうせん 国17 岐 阜 二科審査会員

杉本 紫香 すぎもと しこう 東09 山 梨 一科漢字部 入選

杉本 宵庭 すぎもと しょうてい 国38 東 京 審査会員

杉本 翠園 すぎもと すいえん 国71 北海道 一科漢字部 入選

杉本 雪香 すぎもと せつこう 東17 富 山 二科漢字部 二科賞

杉本 碧葉 すぎもと へきよう 国72 兵 庫 一科漢字部 入選

杉本 洋子 すぎもと ようこ 国45 東 京 一科詩文書部 秀逸

杉本 禧子 すぎもと よしこ 東27 東 京 二科かな部 入選

杉本 柳華 すぎもと りゅうか 国45 東 京 一科漢字部 秀逸

杉森 有翠 すぎもり ゆうすい 国21 東 京 一科詩文書部 特選

杉山 明子 すぎやま あきこ 東27 神奈川 二科漢字部 入選

杉山 歌子 すぎやま うたこ 国17 北海道 二科審査会員

杉山 貞子 すぎやま さだこ 国72 静 岡 一科詩文書部 入選

杉山 燦久 すぎやま さんきゅう 国17 神奈川 二科審査会員

杉山 貴子 すぎやま たかこ 国72 神奈川 一科詩文書部 入選

杉山 芳園 すぎやま ほうえん 国72 北海道 一科漢字部 入選

椙山 穆風 すぎやま ぼくふう 国45 岐 阜 一科漢字部 秀逸

杉山 美都 すぎやま みと 東27 東 京 二科漢字部 入選

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



杉山 恵 すぎやま めぐみ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

杉山 哩舟 すぎやま りしゅう 国72 愛 知 一科漢字部 入選

助川 恵美子 すけがわ えみこ 東27 神奈川 二科漢字部 入選

圖師 杏子 ずし きょうこ 国46 宮 崎 一科漢字部 秀逸

鈴川 臥流 すずかわ がりゅう 国30 山 口 審査会員

鈴木 章子 すずき あきこ 国72 埼 玉 一科詩文書部 入選

鈴木 歩美 すずき あゆみ 国21 埼 玉 一科詩文書部 特選

鈴木 いずみ すずき いずみ 国72 愛 知 一科詩文書部 入選

鈴木 一敬 すずき いっけい 国01 千 葉 参与

鈴木 雲流 すずき うんりゅう 東27 東 京 二科漢字部 入選

鈴木 英子 すずき えいこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

鈴木 映春 すずき えいしゅん 国30 新 潟 審査会員

鈴木 悦子 すずき えつこ 東17 東 京 二科漢字部 二科賞

鈴木 鶴聲 すずき かくせい 国07 鹿児島 一科審査会員

鈴木 一華 すずき かずは 東17 北海道 二科漢字部 二科賞

鈴木 和代 すずき かずよ 国46 愛 知 一科詩文書部 秀逸

鈴木 雅風 すずき がふう 国72 愛 知 一科漢字部 入選

鈴木 華芳 すずき かほう 国30 神奈川 審査会員

鈴木 暉月 すずき きげつ 国30 東 京 審査会員

鈴木 公子 すずき きみこ 国72 千 葉 一科漢字部 入選

鈴木 吟翠 すずき ぎんすい 東09 東 京 一科漢字部 入選

鈴木 錦泉 すずき きんせん 国73 東 京 一科漢字部 入選

鈴木 恵岳 すずき けいがく 国72 北海道 一科詩文書部 入選

鈴木 桂泉 すずき けいせん 国30 千 葉 審査会員

鈴木 健光 すずき けんこう 国46 神奈川 一科漢字部 秀逸

鈴木 謙鳳 すずき けんぽう 国07 東 京 一科審査会員

鈴木 功一 すずき こういち 東09 茨 城 一科詩文書部 入選

鈴木 篁香 すずき こうこう 東09 千 葉 一科詩文書部 入選

鈴木 孔聲 すずき こうせい 国07 神奈川 一科審査会員

鈴木 紅瑤 すずき こうよう 国07 愛 知 一科審査会員
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鈴木 煌洋 すずき こうよう 国30 静 岡 審査会員

鈴木 紅藍 すずき こうらん 国17 北海道 二科審査会員

鈴木 孤雲 すずき こうん 国07 富 山 一科審査会員

鈴木 彩雪 すずき さいせつ 国30 北海道 審査会員

鈴木 佐和 すずき さわ 国72 東 京 一科詩文書部 入選

鈴木 佐和子 すずき さわこ 東17 東 京 二科詩文書部 二科賞

鈴木 杉響 すずき さんきょう 国46 静 岡 一科漢字部 秀逸

鈴木 史鳳 すずき しほう 国01 岐 阜 一科審査会員 大臣賞

鈴木 修竹 すずき しゅうちく 国30 東 京 審査会員

鈴木 壽桃 すずき じゅとう 国30 東 京 審査会員

鈴木 璃 すずき じゅり 国46 東 京 一科漢字部 秀逸

鈴木 笋芽 すずき しゅんが 国30 埼 玉 審査会員

鈴木 順子 すずき じゅんこ 東17 愛 知 二科詩文書部 二科賞

鈴木 順子 すずき じゅんこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

鈴木 将司 すずき しょうじ 国07 静 岡 一科審査会員

鈴木 翠峰 すずき すいほう 国30 岩 手 審査会員

鈴木 青澄 すずき せいちょう 国21 東 京 一科漢字部 特選

鈴木 青桃 すずき せいとう 国72 東 京 一科詩文書部 入選

鈴木 青蘋 すずき せいひん 国31 北海道 審査会員

鈴木 栖鳳 すずき せいほう 国38 神奈川 審査会員

鈴木 青麗 すずき せいれい 国31 神奈川 審査会員

鈴木 赤霄 すずき せきしょう 東27 埼 玉 二科漢字部 入選

鈴木 岱雪 すずき たいせつ 東09 東 京 一科詩文書部 入選

鈴木 大有 すずき だいゆう 国01 北海道 評議員

鈴木 多喜子 すずき たきこ 国72 神奈川 一科漢字部 入選

鈴木 民 すずき たみ 東17 栃 木 二科詩文書部 二科賞

鈴木 健 すずき つよし 国72 愛 知 一科詩文書部 入選

鈴木 桃紅 すずき とうこう 国72 福 島 一科詩文書部 入選

鈴木 徹 すずき とおる 国72 東 京 一科漢字部 入選

鈴木 とみ子 すずき とみこ 東27 埼 玉 二科漢字部 入選
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鈴木 智美 すずき ともみ 東28 神奈川 二科漢字部 入選

鈴木 直美 すずき なおみ 東28 埼 玉 二科漢字部 入選

鈴木 南山 すずき なんざん 国17 千 葉 二科審査会員

鈴木 白嶺 すずき はくれい 国38 埼 玉 審査会員

鈴木 美月 すずき びげつ 国31 愛 知 審査会員

鈴木 裕美 すずき ひろみ 国07 埼 玉 一科審査会員

鈴木 不倒 すずき ふとう 国01 埼 玉 理事

鈴木 不倒 すずき ふとう 東01 埼 玉 理事

鈴木 富葉 すずき ふよう 国72 静 岡 一科詩文書部 入選

鈴木 抱月 すずき ほうげつ 国72 福 島 一科詩文書部 入選

鈴木 葆光 すずき ほうこう 東09 埼 玉 一科詩文書部 入選

鈴木 法雪 すずき ほうせつ 東09 神奈川 一科詩文書部 入選

鈴木 蒔歩 すずき まきほ 東21 東 京 二科漢字部 準二科賞

鈴木 摩佐子 すずき まさこ 東21 神奈川 二科詩文書部 準二科賞

鈴木 麻美 すずき まみ 東28 静 岡 二科漢字部 入選

鈴木 檀 すずき まゆみ 国17 北海道 二科審査会員

鈴木 まり子 すずき まりこ 国46 北海道 一科詩文書部 秀逸

鈴木 まり子 すずき まりこ 国72 神奈川 一科かな部 入選

鈴木 真凜 すずき まりん 国02 千 葉 審査会員

鈴木 三和子 すずき みわこ 東28 神奈川 二科漢字部 入選

鈴木 八重子 すずき やえこ 国72 愛 知 一科詩文書部 入選

鈴木 優 すずき ゆう 東28 東 京 二科漢字部 入選

鈴木 友歌 すずき ゆうか 東28 東 京 二科漢字部 入選

鈴木 侑真 すずき ゆうしん 東21 千 葉 二科漢字部 準二科賞

鈴木 悠堂 すずき ゆうどう 国72 神奈川 一科漢字部 入選

鈴木 游里 すずき ゆうり 国72 栃 木 一科詩文書部 入選

鈴木 百合子 すずき ゆりこ 国72 東 京 一科かな部 入選

鈴木 洋子 すずき ようこ 国07 東 京 一科審査会員

鈴木 蓉風 すずき ようふう 国72 福 島 一科詩文書部 入選

鈴木 芳江 すずき よしえ 東09 茨 城 一科詩文書部 入選
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鈴木 六華 すずき りっか 国72 栃 木 一科詩文書部 入選

鈴木 凜 すずき りん 東17 北海道 二科詩文書部 二科賞

鈴木 蓮清 すずき れんせい 東09 千 葉 一科漢字部 入選

須田 伸子 すだ のぶこ 国72 千 葉 一科漢字部 入選

須田 峰蘭 すだ ほうらん 東28 埼 玉 二科かな部 入選

須藤 貴栴 すとう きせん 国72 青 森 一科漢字部 入選

須藤 松嶺 すどう しょうれい 国72 栃 木 一科漢字部 入選

須藤 真香 すどう しんこう 国46 大 分 一科詩文書部 秀逸

須藤 みどり すどう みどり 東28 群 馬 二科漢字部 入選

砂土居 秀藍 すなどい しゅうらん 国46 東 京 一科詩文書部 秀逸

砂長 紫音 すななが しおん 国31 千 葉 審査会員

春原 幸夜 すのはら さちよ 国46 神奈川 一科詩文書部 秀逸

壽原 智美 すはら ともみ 国21 北海道 一科漢字部 特選

角 恭子 すみ きょうこ 東28 神奈川 二科漢字部 入選

千鶴子 すみ ちづこ 国48 神奈川 二科篆刻部 二科賞

隅田 玉枝 すみた たまえ 国72 愛 知 一科詩文書部 入選

隅田 綾苑 すみた りょうえん 国31 北海道 審査会員

角田 小鈴 すみだ しょうれい 国17 山 口 二科審査会員

角田 由美子 すみだ ゆみこ 国72 大 分 一科詩文書部 入選

住吉 房子 すみよし ふさこ 国31 埼 玉 審査会員

須谷 佳子 すや よしこ 国17 神奈川 二科審査会員
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