
【調和体】昇段・師範試験

二段合格

㊢○ 中村　燕舟 ㊢○ 狩野　之彦 清水　心華 松井　萌翠

㊢○ 畑　　恵華 ㊢○ 水田　柴華 鈴木　天雷 松宮　公子

㊢写○ 松井　桜華 写○ 饗庭　啓良 髙木　尚月 水口　千景

写○ 松尾　美郷 髙澤　芳枝 宮本由美子

㊢○ 西山　玲風 ○ 梅田　千尋 髙橋この美 山本十三枝

○ 太田垣絹代 辻　　洋虹 若松　淡雪

○ 齊藤　翠真 中司　露風 　『人』

写○ 水口　千景 ○ 坂上　節子 長宗　康華 合川　   宏

○ 北條　里実 ○ 玉野　文子 古田　琴榮 浅田　幸子

○ 中村美紀子 松尾　美郷 岩渕　　清

㊢○ 寺田　春之 ○ 保木　厚子 水田　柴華 桂田　秋邨

㊢○ 平田　華陽 ○ 松﨑　恭子 村上　萩波 川島　踊子

写○ 佐々木義之 山本　雅舟 坂上　節子

○ 鈴木香代子 臨書 　『地』 清水　郷子

○ 瀬戸　夕静 　『天』 梅田　花秀 清水　梨紗

○ 田中　久華 ㊢ 川﨑千佳子 太田垣絹代 清水　美代

○ 寺嶋　夢実 ㊢ 松本　雪華 岡田　里美 杉本佳寿子

○ 古田　琴榮 写 王　　珺煕 小川　敬子 鈴木香代子

○ 松井　萌翠 写 北川扶美子 勝見　華泉 瀬戸　夕静

四段合格 写 角田　朋子 小林喜代江 田辺　   功

写○ 山本　雅舟 写 平田　華陽 齊藤　翠真 谷本　郁子

○ 笠井　純子 写 松井　桜華 齊藤　淳子 寺嶋　夢実

○ 桂田　秋邨 写 松﨑　恭子 佐々木義之 寺田　春之

○ 中谷　　修 饗庭　啓良 澤田　静子 畑　　恵華

三段合格 足立　　高 杉橋多恵子 平松　千佳

㊢○ 足立　　高 石田　知香 髙橋　敬子 フリン　悠

写○ 角田　朋子 巖西　春香 田中　久華 古谷　充江

写○ 髙橋この美 奥田　喜代 谷田　良子 古橋　耕一

○ 北川扶美子 笠井　純子 照下　眞弓 堀井　啓子

○ 駒井　高樹 川那辺惟奈 中川　恭子 栁森　春子

○ 杉本佳寿子 岸本　響心 中村美紀子 山田寿美江

○ 髙木　尚月 北川　幾美 橋本ふく江 山中　静子

○ 古市　真隆 澤田　友子 平井　汀華

○ 松宮　公子 清水　煌風 古市　真隆

五段合格

昇段者

六段合格

令和3年「2月号」競書成績表 ○は昇段、写は写真版（写：半紙、㊢：条幅）

師範合格

準師範合格



【実用の書】

日常書の部 手紙の部

1級 北條　里実 写 桂田　秋邨 髙橋　敬子

写○ 水田　柴華 栁森　春子 写 田中　久華 田辺　　功

川﨑千佳子 4級 写 仁賀　英子 谷田　良子

鈴木　天雷 写○ 松井　萌翠 写 北條　里実 谷本　郁子

2級 ○ 饗庭　啓良 写 松宮　公子 都賀　慶子

写○ 松宮　公子 ○ 石田　知香 写 水田　柴華 辻　　洋虹

○ 辻　　洋虹 ○ 岩渕　　清 饗庭　啓良 照下　眞弓

○ 仁賀　英子 ○ 梅田　千尋 石田　知香 寺嶋　夢実

○ 西山　玲風 ○ 梅田　花秀 巖西　春香 中川　恭子

○ 平井　汀華 ○ 鈴木香代子 岩渕　　清 中司　露風

○ 松井　桜華 ○ 髙橋　敬子 臼井　寿子 長宗　康華

○ 村上　萩波 ○ 寺田　春之 梅田　花秀 中村美紀子

岸本　響心 ○ 古谷　充江 大西　峰巌 橋本ふく江

角田　朋子 ○ 村田　朋心 小川　敬子 畑　　恵華

田中　久華 小川　敬子 奥田　喜代 馬場　恵美

中司　露風 澤田　静子 勝見　華泉 平井　汀華

橋本ふく江 澤田　友子 川﨑千佳子 平田　華陽

3級 清水　心華 川島　踊子 平松　千佳

写○ 河原田由湖 都賀　慶子 川那辺惟奈 古市　真隆

○ 桂田　秋邨 照下　眞弓 河原田由湖 古谷　充江

○ 北川　幾美 寺嶋　夢実 岸本　響心 松井　桜華

○ 坂上　節子 中村美紀子 北川　幾美 松井　萌翠

○ 清水　煌風 山本十三枝 北川扶美子 松本　雪華

○ 杉橋多恵子 5級 齊藤　淳子 村上　萩波

○ 中川　恭子 写○ 川那辺惟奈 坂上　節子 村田　朋心

○ 畑　　恵華 ○ 北川扶美子 澤田　静子 栁森　春子

○ 平田　華陽 ○ 清水　美代 澤田　友子 山本　雅舟

○ 松本　雪華 ○ 田辺　　功 清水　煌風 山本十三枝

○ 若松　淡雪 ○ 谷本　郁子 清水　郷子 若松　淡雪

奥田　喜代 ○ フリン　悠 清水　心華

勝見　華泉 巖西　春香 清水　美代

齊藤　淳子 臼井　寿子 清水　梨紗

髙木　尚月 大西　峰巌 杉橋多恵子

髙澤　芳枝 川島　踊子 鈴木香代子

谷田　良子 清水　郷子 角田　朋子

長宗　康華 清水　梨紗 髙木　尚月

馬場　恵美 髙澤　芳枝

令和3年「2月号」競書成績表 ○は昇級、写は写真版


