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峠田 桜泉自運部 泉流文部科学大臣賞

佐藤 朝洋自運部 淡雅書写検協会理事長賞

中島 彩雲自運部読売新聞社賞

真田 娟舟自運部三上秋果賞

永田 桜藍臨書部中国大使館賞

栗栖 紫冥臨書部 島村書道塾書写検協会理事長賞

牛村 尚子規定部１部書写検協会理事長賞

足立 香規定部１部奥田潜菴賞

佐々木 富子筆ペン部２部 さがみＡ・いず築田曲水賞

金谷 恵美筆ペン部２部 越友木村子鳳賞

大谷 桜華手紙文部１部山陽新聞社賞

峠田 桜泉自運部 泉流特別賞

佐藤 朝洋自運部 淡雅特別賞

中島 彩雲自運部特別賞

真田 娟舟自運部特別賞

貝原 めぐみ自運部 備南特別賞

柴田 千翠自運部 清明特別賞

中西 秋景自運部 溪茗特別賞

宮原 翠玉自運部 泉流特別賞

永田 桜藍臨書部特別賞

栗栖 紫冥臨書部 島村書道塾特別賞

長尾 優月臨書部 讃心特別賞

那須 渓陽臨書部 翠香特別賞

山本 琇華自運部 やまとなでしこ準特別賞

浅見 華径自運部 北光有田準特別賞

渥美 連有自運部 秋月準特別賞

池田 翠陽自運部 三輪準特別賞

板橋 順子自運部 さがみＡ・いず準特別賞

一色 華蓮自運部準特別賞

大北 美智子自運部準特別賞

緒方 ひとみ自運部 秋友準特別賞

川内 久美子自運部 さがみＡ・いず準特別賞

蔵内 苔石自運部 東広準特別賞

黒川 美佐子自運部準特別賞

小場 真理子自運部準特別賞

小林 佐知子自運部 寝屋川準特別賞

小森 千春自運部 東広準特別賞

佐藤 桃香自運部 北光有田準特別賞

渋田 雪絵自運部 北光有田準特別賞

瀧内 映泉自運部 越友準特別賞

中島 華萌自運部 秋友準特別賞

中原 真理自運部 備南準特別賞

西山 広洋自運部 北光有田準特別賞

野口 雅光自運部 朔雅準特別賞

冨士田 美知世自運部 李成準特別賞

宝蔵寺 雅泉自運部 泉流準特別賞

前田 春葉自運部 東広準特別賞

三上 侑泉自運部 越友準特別賞

水口 琇流自運部 光照会準特別賞

村嶋 李春自運部 淡雅準特別賞

吉原 杏陽自運部 三輪準特別賞

渡部 慧峰自運部 慧友準特別賞

田中 碧水臨書部準特別賞

藤田 春水臨書部 大沢準特別賞

牛村 尚子規定部１部会長奨励賞

足立 香規定部１部会長奨励賞

足立 美香規定部１部 さがみＡ・いず会長奨励賞

末平 渓栁漢字部１部 東友会長奨励賞

鈴木 春翠漢字部１部会長奨励賞

荒井 千香江かな部１部 華乃会長奨励賞

川西 美里かな部１部 景光会会長奨励賞

宮地 めぐりかな部１部 映光会会長奨励賞

小澤 景子筆ペン部１部 淡雅会長奨励賞

御書 廉子筆ペン部１部会長奨励賞

榊原 翠嶺筆ペン部１部 碧愛会長奨励賞

村上 多美子筆ペン部１部会長奨励賞

大谷 桜華手紙文部１部会長奨励賞

足立 香手紙文部１部会長奨励賞

岩永 梓規定部１部師範会賞

佐藤 律子規定部１部 清明師範会賞

岩田 聖一規定部２部師範会賞

高野 のどか規定部２部師範会賞

川島 杏華規定部３部 璞会師範会賞

田母神 里絵子規定部３部師範会賞

高村 也宵規定部４部 いろは師範会賞

藤原 千鶴規定部４部 いろは師範会賞

岩城 加朋漢字部２部 越友師範会賞

大森 さおり漢字部２部師範会賞

小玉 節子かな部２部 霞師範会賞

野木 秀華かな部２部 映光会師範会賞
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足立 香筆ペン部２部師範会賞

都築 真由美筆ペン部２部 さくら師範会賞

井上 阿耶筆ペン部３部 岳友師範会賞

寺西 司津筆ペン部３部 秋華会師範会賞

大越 智子手紙文部２部 彩芳会師範会賞

根本 饒邦手紙文部２部師範会賞

今大路 晶子規定部１部 いろは研究会賞

岡 容子規定部１部 一新研究会賞

澤井 恵吏規定部１部研究会賞

高田 祐子規定部１部研究会賞

中木屋 摩耶規定部１部 北光一条研究会賞

原田 康子規定部１部 ふじ研究会賞

赤羽 香代規定部２部 やまとなでしこ研究会賞

加藤 瑚葉規定部２部研究会賞

西岡 千夏規定部２部研究会賞

堀川 一々樹規定部２部 淡雅研究会賞

村岡 理絵規定部２部 いろは研究会賞

小西 之子規定部３部 川一佐藤研究会賞

島﨑 柚実規定部３部研究会賞

吉田 智美規定部３部 東砂研究会賞

外川 麻由規定部４部 淡雅研究会賞

小山田 広子規定部４部 舟華研究会賞

髙梨 洋子規定部４部 さがみＡ・いず研究会賞

岩元 紫凰漢字部１部 紫凰研究会賞

熊木 洋子漢字部１部 朔雅研究会賞

榊原 翠嶺漢字部１部 碧愛研究会賞

諏訪 陽春漢字部１部 朝日研究会賞

西村 蹊香漢字部１部 李成研究会賞

佐々木 菊雄漢字部２部 彩光研究会賞

東 谿峰かな部１部 霞研究会賞

阿部 優月かな部１部 光照会研究会賞

伊倉 鈴恵かな部１部 霞研究会賞

江島 光華かな部１部 光照会研究会賞

岡田 久美子かな部１部 朔心小池研究会賞

竹中 敏恵かな部１部 映光会研究会賞

林 葵水かな部１部 朔雅研究会賞

森野 和子かな部２部 札幌中央研究会賞

山﨑 由佳里かな部２部 景光会研究会賞

岩城 加朋かな部３部 越友研究会賞

藤田 清美筆ペン部１部 さがみＡ・いず研究会賞

青山 美澄筆ペン部１部研究会賞

秋山 あずさ筆ペン部１部 淡雅研究会賞

足立 美香筆ペン部１部 さがみＡ・いず研究会賞

芝尾 紅蹊筆ペン部１部 李成研究会賞

髙橋 冬華筆ペン部１部 北光星研究会賞

長瀬 彩葉筆ペン部１部 すずらん研究会賞

橋本 華香筆ペン部１部研究会賞

植田 久子筆ペン部２部 東広研究会賞

根本 饒邦筆ペン部２部研究会賞

三栖 尚美筆ペン部２部 札幌中央研究会賞

澤井 恵吏筆ペン部２部研究会賞

野瀬 真理筆ペン部２部研究会賞

早舩 容子筆ペン部２部 ふじ研究会賞

原 久美子筆ペン部２部 霞研究会賞

堀尾 武子筆ペン部２部 東友研究会賞

山本 安美筆ペン部２部 ふじ研究会賞

堀越 美沙子筆ペン部３部研究会賞

土山 智子筆ペン部３部研究会賞

吉田 智美筆ペン部３部 東砂研究会賞

井山 淑江手紙文部１部研究会賞

岩瀨 瑞枝手紙文部１部 ふじ研究会賞

西原口 恵手紙文部１部 清明研究会賞

山本 琇華手紙文部１部 やまとなでしこ研究会賞

吉田 昌平手紙文部２部研究会賞

外川 麻由通信教育部 淡雅研究会賞

中川 優子通信教育部研究会賞
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相川 たか子 淡雅理事長賞

相原 玲秋 クリエ理事長賞

有川 幸子 東広理事長賞

五十嵐 志津子 山吹理事長賞

池田 萌春 北光有田理事長賞

石井 さつ子 さがみＡ・いず理事長賞

石井 千恵 淡雅理事長賞

石井 昌子 春香理事長賞

和泉 節子 梅園理事長賞

板持 文子 岳友理事長賞

岩泉 路柊 青翠理事長賞

岩田 花香 東友理事長賞

宇於﨑 京子 朔雅理事長賞

宇津本 美智代 桂泉会理事長賞

江川 成子 ふたば理事長賞

大川 スミ子 山吹理事長賞

大多和 菊江 東広理事長賞

大山 緑子理事長賞

岡本 惠美子 泉流理事長賞

沖 悦子 朔雅理事長賞

片岡 洋 東友理事長賞

片山 圭子 春香理事長賞

川上 洋子 一新理事長賞

菊池 紅雅 北光山田理事長賞

木下 修夫 昭和桂舟理事長賞

畔柳 節子 ふじ理事長賞

小木 麻砂子 青翠理事長賞

米谷 萌静 朔雅理事長賞

近藤 美智子 梅園理事長賞

後藤 信子 梅園理事長賞

胡麻 圭子 東広理事長賞

澤田 棠舟理事長賞

篠田 鶴秀 一新理事長賞

柴山 艸州理事長賞

下澤 宏子 さがみＡ・いず理事長賞

杉浦 弘子 朔心理事長賞

鈴木 栄子 山吹理事長賞

鈴木 悦子 さがみＡ・いず理事長賞

高坂 和江 すずらん理事長賞

髙辻 孝瑛 秋玉理事長賞

髙根澤 美津子 清明理事長賞

髙橋 和弘 華乃理事長賞

髙橋 俊雄理事長賞

髙橋 紅霞 書群弦巻理事長賞

高浜 眞砂子 一新理事長賞

髙柳 蘭香 恵理事長賞

武井 節子 春香理事長賞

竹内 二六子 紫水理事長賞

竹澤 靜江理事長賞

竹田 圭子理事長賞

田中 育子 春香理事長賞

千代澤 美智子 山吹理事長賞

辻井 静子 青翠理事長賞

徳佐 珪華 朔心理事長賞

冨永 洋子 李成理事長賞

中原 江柳 東友理事長賞

長沖 典子 清明理事長賞

二宮 正弘 華乃理事長賞

野崎 順子 春香理事長賞

林 園子 みどり理事長賞

原 政一理事長賞

原田 一美 友花理事長賞

原田 のり子 越友理事長賞

平井 博子 東広理事長賞

平川 保彦理事長賞

藤本 スズ子 秋玉理事長賞

藤本 寛 清明理事長賞

星野 揚子 霞理事長賞

牧野 香雨 朔心理事長賞

牧野 能子 清明理事長賞

牧村 良子 霞理事長賞

松井 文子 越友理事長賞

松浦 孝子 朔雅理事長賞

松坂 節子 梅園理事長賞

松田 純子 淡雅理事長賞

丸山 忠 霞理事長賞

丸山 良子 溪茗理事長賞

南 玲子 朔雅理事長賞

美濃輪 尚子 さがみＡ・いず理事長賞

宮越 政子 青翠理事長賞
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宮下 博子 朔雅理事長賞

宮島 洋子 光照会理事長賞

村岡 しづ子 淡雅理事長賞

村上 幸子 東広理事長賞

村田 心静 クリエ理事長賞

村山 邦子 秋玉理事長賞

森 蓮江 紫水理事長賞

森 美泉 越友理事長賞

森本 清未 霞理事長賞

森本 信子理事長賞

山口 敏江 霞理事長賞

山田 忠児理事長賞

湯朝 俊道 ふじ理事長賞
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赤羽 香代 やまとなでしこ優秀会員賞

東 谿峰 霞優秀会員賞

飯岡 京子優秀会員賞

岩城 加朋 越友優秀会員賞

岩田 聖一優秀会員賞

植田 久子 東広優秀会員賞

鵜飼 宏優秀会員賞

宇藤 千鶴優秀会員賞

大森 さおり優秀会員賞

小澤 康子優秀会員賞

加藤 朝代 備南優秀会員賞

加藤 瑚葉優秀会員賞

金谷 恵美 越友優秀会員賞

神村 芳翠 淡雅優秀会員賞

河田 英介優秀会員賞

黒川 千保香優秀会員賞

小華和 靖 札幌中央優秀会員賞

後藤 優美子優秀会員賞

柴山 艸州優秀会員賞

島津 庸子 クリエ優秀会員賞

新 勝年 東友優秀会員賞

髙辻 悠香 越友優秀会員賞

髙橋 俊雄優秀会員賞

田苗 恵 札幌中央優秀会員賞

俵 佐智子 札幌中央優秀会員賞

土屋 夏月 クリエ優秀会員賞

筒井 和代優秀会員賞

外川 麻由 淡雅優秀会員賞

永瀬 美幸優秀会員賞

根本 饒邦優秀会員賞

平松 弘子 備南優秀会員賞

藤田 清美 さがみＡ・いず優秀会員賞

堀越 美沙子優秀会員賞

松島 ひろみ やまとなでしこ優秀会員賞

三栖 尚美 札幌中央優秀会員賞

望月 春紅 クリエ優秀会員賞

山崎 美玲優秀会員賞

山本 琇華 やまとなでしこ優秀会員賞

吉田 昌平優秀会員賞

渡邉 美紀優秀会員賞
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