
上岡 喜世 うえおか きよ 国59 山 口 一科詩文書部 入選

植川 ゆかり うえかわ ゆかり 国59 兵 庫 一科詩文書部 入選

植木 静華 うえき せいか 国42 群 馬 一科詩文書部 秀逸

上江洲 奈都子 うえず なつこ 東24 東 京 二科漢字部 入選

上杉 千華 うえすぎ ちか 東24 東 京 二科漢字部 入選

植田 華琳 うえた かりん 国25 山 口 審査会員

上田 久翠 うえた きゅうすい 国59 埼 玉 一科漢字部 入選

植田 年香 うえた としこ 国59 愛 知 一科詩文書部 入選

上田 華瑤 うえだ かよう 国37 神奈川 審査会員

上田 恭子 うえだ きょうこ 国49 東 京 二科篆刻部 入選

上田 鴻光 うえだ こうこう 国25 東 京 審査会員

上田 彩星 うえだ さいせい 国59 北海道 一科詩文書部 入選

上田 翔平 うえだ しょうへい 東04 神奈川 一科漢字部 入選

上田 松峯 うえだ しょうほう 国25 北海道 審査会員

植田 咲豊 うえだ しょうほう 国59 静 岡 一科詩文書部 入選

植田 真麗 うえだ しんれい 国13 千 葉 二科審査会員

上田 壽美 うえだ すみ 国59 千 葉 一科漢字部 入選

上田 民男 うえだ たみお 国41 東 京 一科詩文書部 秀逸

上津原 踏月 うえつはら とうげつ 国25 福 岡 審査会員

上中 映里奈 うえなか えりな 東24 千 葉 二科漢字部 入選

上西 玄象 うえにし げんしょう 国04 京 都 一科審査会員

上野 一峰 うえの いっぽう 国25 北海道 審査会員

上野 恵美 うえの えみ 東24 栃 木 二科漢字部 入選

上野 紅鴛 うえの こうえん 国42 栃 木 一科詩文書部 秀逸

上野 茱風 うえの しゅふう 国25 北海道 審査会員

上野 雪華 うえの せっか 東04 東 京 一科漢字部 入選

上野 呑天 うえの どんてん 東24 東 京 二科漢字部 入選

上野 伸子 うえの のぶこ 東15 東 京 二科漢字部 二科賞

上野 弘子 うえの ひろこ 国59 東 京 一科詩文書部 入選

上野 宏子 うえの ひろこ 国59 広 島 一科詩文書部 入選
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上野 風蘭 うえの ふうらん 国21 東 京 一科漢字部 特選

上野 愛斗 うえの まなと 東24 神奈川 二科詩文書部 入選

上畑 昌浩 うえはた まさひろ 国59 兵 庫 一科漢字部 入選

上原 加代子 うえはら かよこ 東04 東 京 一科かな部 入選

上原 健太 うえはら けんた 国59 千 葉 一科漢字部 入選

上原 桃流 うえはら とうりゅう 国41 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

上松 翔子 うえまつ しょうこ 東24 東 京 二科漢字部 入選

植松 歩楽 うえまつ ほのか 東15 北海道 二科漢字部 二科賞

上村 佳蝶 うえむら かちょう 国59 東 京 一科漢字部 入選

上村 真菜 うえむら まな 東15 北海道 二科詩文書部 二科賞

上本 美恵 うえもと みえ 東04 埼 玉 一科漢字部 入選

魚地 桂鶴 うおち けいかく 国25 千 葉 審査会員

魚谷 美恵子 うおや みえこ 国59 富 山 一科詩文書部 入選

宇喜田 美由紀 うきた みゆき 国25 大 分 審査会員

浮田 裕美 うきた ゆみ 国59 北海道 一科詩文書部 入選

宇佐美 暢子 うさみ のぶこ 国59 北海道 一科詩文書部 入選

氏家 恵泉 うじいえ けいせん 国59 福 島 一科詩文書部 入選

氏家 真鴻 うじいえ しんこう 国25 栃 木 審査会員

牛島 白蘭 うしじま びゃくらん 国59 福 岡 一科詩文書部 入選

宇治原 小摩 うじはら こま 東24 東 京 二科漢字部 入選

氏原 令賀 うじはら はるか 国42 千 葉 一科漢字部 秀逸

後路 知子 うしろ ともこ 国42 千 葉 一科詩文書部 秀逸

臼井 桃波 うすい とうは 国59 埼 玉 一科漢字部 入選

薄井 玲祈 うすい れいき 東24 栃 木 二科漢字部 入選

臼杵 英枝 うすき ふさえ 東24 埼 玉 二科漢字部 入選

臼倉 仔龍 うすくら しりゅう 国13 東 京 二科審査会員

歌川 なぎさ うたがわ なぎさ 国59 東 京 一科詩文書部 入選

宇田川 鳴柳 うだがわ めいりゅう 国04 東 京 一科審査会員

内海 秀翠 うちうみ しゅうすい 国59 北海道 一科詩文書部 入選

内木 響山 うちき きょうざん 東04 埼 玉 一科詩文書部 入選
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内久根 翠鳳 うちくね すいほう 東04 千 葉 一科詩文書部 入選

内田 一成 うちだ かずなり 国25 山 口 審査会員

内田 杏苑 うちだ きょうえん 国25 山 口 審査会員

内田 都美 うちだ さとみ 東04 埼 玉 一科漢字部 入選

内田 脩竹 うちだ しゅうちく 東04 埼 玉 一科詩文書部 入選

内田 瑞風 うちだ ずいふう 東04 神奈川 一科漢字部 入選

内田 敏子 うちだ としこ 国25 栃 木 審査会員

内田 響 うちだ ひびき 東24 神奈川 二科漢字部 入選

内田 美恵子 うちだ みえこ 東24 東 京 二科漢字部 入選

内田 梨風 うちだ りふう 国25 岡 山 審査会員

内田 令子 うちだ れいこ 東04 東 京 一科かな部 入選

内梨 櫻舟 うちなし おうしゅう 国37 大 分 審査会員

内野 陽子 うちの ようこ 国59 群 馬 一科詩文書部 入選

内村 峰風 うちむら ほうふう 国59 大 阪 一科漢字部 入選

打矢 静冬 うちや せいしゅう 国59 北海道 一科漢字部 入選

内山 宇響 うちやま うきょう 国04 千 葉 一科審査会員

内山 洪 うちやま こうきゅう 国25 東 京 審査会員

内山 紫泉 うちやま しせん 国59 愛 知 一科詩文書部 入選

内山 翠玉 うちやま すいぎょく 東04 東 京 一科漢字部 入選

内山 紀子 うちやま のりこ 国59 北海道 一科漢字部 入選

内山 翠 うちやま みどり 東24 埼 玉 二科漢字部 入選

内山 游霞 うちやま ゆうか 国42 青 森 一科詩文書部 秀逸

内山 慶子 うちやま よしこ 国37 東 京 審査会員

内山 蘭月 うちやま らんげつ 国13 愛 知 二科審査会員

内山 涼子 うちやま りょうこ 国13 山 形 二科審査会員

宇津木 和栄 うつき かずえ 東04 東 京 一科漢字部 入選

宇都野 美玖 うつの みく 東24 東 京 二科かな部 入選

鵜戸西 神郷 うどにし しんきょう 国59 東 京 一科漢字部 入選

卯中 恵美子 うなか えみこ 国01 東 京 理事

卯中 恵美子 うなか えみこ 東01 東 京 理事
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宇波 聡凌 うなみ そうりょ 国59 富 山 一科漢字部 入選

宇野 徑月 うの けいげつ 国25 神奈川 審査会員

馬越 優貴 うまこし ゆうき 国43 東 京 一科篆刻部 入選

梅川 彬象 うめかわ ひんしょう 国59 岡 山 一科詩文書部 入選

梅崎 正子 うめざき まさこ 国25 富 山 審査会員

梅澤 子典 うめざわ してん 東04 埼 玉 一科漢字部 入選

梅田 敬子 うめだ けいこ 東04 神奈川 一科漢字部 入選

梅津 愛 うめつ あい 国59 北海道 一科かな部 入選

梅津 涛波 うめつ とうは 国59 山 形 一科漢字部 入選

梅津 康寿 うめづ やすひさ 国42 北海道 一科漢字部 秀逸

梅原 花響 うめはら かきょう 国26 東 京 審査会員

梅原 清雅 うめはら せいが 国59 富 山 一科詩文書部 入選

梅村 春虹 うめむら しゅんこう 東04 東 京 一科詩文書部 入選

梅本 燁翠 うめもと ようすい 国42 富 山 一科詩文書部 秀逸

浦 麻子 うら あさこ 東24 東 京 二科漢字部 入選

浦井 正眼 うらい せいがん 国13 京 都 二科審査会員

浦田 恭子 うらた きょうこ 国13 富 山 二科審査会員

浦野 東翠 うらの とうすい 国37 埼 玉 審査会員

浦野 東龍 うらの とうりゅう 国04 埼 玉 一科審査会員

卜部 りつ子 うらべ りつこ 東15 富 山 二科漢字部 二科賞

宇留賀 樹雪 うるが じゅせつ 国42 長 野 一科詩文書部 秀逸

漆原 藤玉 うるしばら とうぎょく 国59 埼 玉 一科詩文書部 入選

漆山 永吉 うるしやま えいきち 国59 山 形 一科漢字部 入選

宇留野 憲華 うるの けんか 国37 東 京 審査会員

海野 結貴 うんの ゆうき 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞
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