
和泉 慶蓉 わいずみ けいよう 東02 埼 玉 一科漢字部 入選

若槻 燁翠 わかつき ようすい 国11 埼 玉 二科審査会員

我妻 恵華 わがつま けいか 国01 福 島 二科審査会員

我妻 洋子 わがつま ようこ 東19 東 京 二科詩文書部 準二科賞

若菜 彩虹 わかな ｻｲｺｳ 東02 千 葉 一科詩文書部 入選

若菜 翠月 わかな すいげつ 国53 愛 知 一科詩文書部 入選

若林 久美子 わかばやし くみこ 国03 埼 玉 一科審査会員

若林 春麗 わかばやし しゅんれい 国53 愛 知 一科詩文書部 入選

若林 寿枝 わかばやし ひさえ 東19 東 京 二科詩文書部 準二科賞

若林 有佳 わかばやし ゆか 国53 富 山 一科漢字部 入選

若松 浩子 わかまつ ひろこ 国23 北海道 審査会員

若山 思鵬 わかやま しほう 国21 愛 知 一科詩文書部 特選

脇 東江 わき はるえ 国23 東 京 審査会員

和久津 煌玉 わくつ こうぎょく 東23 埼 玉 二科漢字部 入選

鷲尾 朱音 わしお あかね 東19 千 葉 二科漢字部 準二科賞

鷲田 故丘 わしだ こきゅう 東02 埼 玉 一科詩文書部 入選

鷲山 晶瑤 わしやま しょうよう 国23 北海道 審査会員

和田 永 わだ えい 東23 東 京 二科漢字部 入選

和田 寿文 わだ かずふみ 国41 東 京 一科篆刻部 入選

和田 京華 わだ きょうか 国23 東 京 審査会員

和田 笙月 わだ しょうげつ 国53 鳥 取 一科詩文書部 入選

倭田 泰全 わだ たいぜん 東23 東 京 二科漢字部 入選

和田 千与里 わだ ちより 東19 静 岡 二科詩文書部 準二科賞

和田 白滔 わだ はくとう 国53 徳 島 一科詩文書部 入選

和田 幽彩 わだ ゆうさい 国54 徳 島 一科詩文書部 入選

和田 遙花 わだ ようか 国03 北海道 一科審査会員

和田 葉雪 わだ ようせつ 国03 神奈川 一科審査会員

和田 柳穂 わだ りゅうすい 国03 東 京 一科審査会員

和多田 鶴山 わただ かくざん 国54 京 都 一科詩文書部 入選

和多田 尚司 わただ たかし 国54 兵 庫 一科詩文書部 入選
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渡邉 暎春 わたなべ えいしゅん 国11 東 京 二科審査会員

渡邊 鶯谷 わたなべ おうこく 国40 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

渡部 會山 わたなべ かいざん 国01 神奈川 常務理事

渡部 會山 わたなべ かいざん 東01 神奈川 常務理事

渡辺 紀久子 わたなべ きくこ 国54 東 京 一科かな部 入選

渡辺 京子 わたなべ きょうこ 国41 東 京 一科詩文書部 秀逸

渡辺 響葉 わたなべ きょうよう 国23 東 京 審査会員

渡部 玉葉 わたなべ ぎょくよう 国41 兵 庫 一科漢字部 秀逸

渡辺 啓子 わたなべ けいこ 国54 東 京 一科かな部 入選

渡辺 桂真 わたなべ けいしん 国23 岐 阜 審査会員

渡辺 妍華 わたなべ けんか 国54 富 山 一科漢字部 入選

渡邉 弧香 わたなべ ここう 東23 神奈川 二科漢字部 入選

渡辺 胡蝶 わたなべ こちょう 国23 福 島 審査会員

渡辺 聡美 わたなべ さとみ 東02 東 京 一科漢字部 入選

渡部 佐与 わたなべ さよ 東14 岩 手 二科詩文書部 二科賞

渡辺 早予子 わたなべ さよこ 国41 東 京 一科漢字部 秀逸

渡邉 燦華 わたなべ さんか 国54 静 岡 一科詩文書部 入選

渡辺 椎菜 わたなべ しいな 東02 東 京 一科漢字部 入選

渡辺 紫文 わたなべ しぶん 東02 神奈川 一科漢字部 入選

渡部 潤一 わたなべ じゅんいち 国11 埼 玉 二科審査会員

渡辺 俊之介 わたなべ しゅんのすけ 東23 埼 玉 二科かな部 入選

渡部 絮李 わたなべ じょり 東23 東 京 二科詩文書部 入選

渡辺 真遊 わたなべ しんゆう 国54 埼 玉 一科漢字部 入選

渡辺 疎雨 わたなべ そう 国54 福 島 一科詩文書部 入選

渡辺 爽雪 わたなべ そうせつ 国23 北海道 審査会員

渡邉 千尋 わたなべ ちひろ 国43 埼 玉 一科詩文書部 秀逸

渡部 東彩 わたなべ とうさい 東02 埼 玉 一科漢字部 入選

渡邉 唐雪 わたなべ とうせつ 国23 静 岡 審査会員

渡辺 都美 わたなべ とみ 東23 栃 木 二科漢字部 入選

渡辺 智子 わたなべ ともこ 東23 神奈川 二科漢字部 入選
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渡辺 知子 わたなべ ともこ 東19 東 京 二科漢字部 準二科賞

渡邊 希 わたなべ のぞみ 国54 大 分 一科漢字部 入選

渡辺 美鴻 わたなべ びこう 国11 北海道 二科審査会員

渡邊 抱雲 わたなべ ほううん 国11 北海道 二科審査会員

渡辺 真生子 わたなべ まきこ 東23 東 京 二科詩文書部 入選

渡邊 雅子 わたなべ まさこ 東02 東 京 一科漢字部 入選

渡辺 康成 わたなべ やすなり 国54 大 分 一科詩文書部 入選

渡邊 弥生 わたなべ やよい 東23 東 京 二科漢字部 入選

渡邊 柚月 わたなべ ゆずき 東14 北海道 二科漢字部 二科賞

渡辺 ユミ わたなべ ゆみ 東23 埼 玉 二科漢字部 入選

渡辺 洋子 わたなべ ようこ 国54 北海道 一科かな部 入選

渡邊 瑤流 わたなべ ようりゅう 国23 東 京 審査会員

渡辺 美明 わたなべ よしあき 国01 北海道 常務理事

渡辺 美明 わたなべ よしあき 東01 北海道 常務理事

渡辺 由子 わたなべ よしこ 東23 千 葉 二科漢字部 入選

渡辺 よし子 わたなべ よしこ 東23 東 京 二科漢字部 入選

渡邉 梨央 わたなべ りお 東14 埼 玉 二科漢字部 二科賞

渡辺 柳香 わたなべ りゅうこう 東23 東 京 二科漢字部 入選

綿貫 乃愛 わたぬき のあ 東14 東 京 二科漢字部 二科賞

渡部 早裕利 わたべ さゆり 国41 北海道 一科漢字部 秀逸

渡部 祐理 わたべ ゆうり 国41 富 山 一科詩文書部 秀逸

渡部 令雪 わたべ れいせつ 東23 東 京 二科詩文書部 入選

和智 一子 わち かずこ 国49 神奈川 二科篆刻部 入選

輪千 心笠 わち しんりゅう 国54 東 京 一科漢字部 入選

和知 典子 わち のりこ 国11 北海道 二科審査会員
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