
宮城県 （会友公募・公募）
相澤 紅泉 仙台市漢字Ⅰ 相原 春奏 仙台市漢字Ⅰ

相原 蒼花 仙台市漢字Ⅰ 青木 凉逕 仙台市かなⅠ

秋山 之扇 仙台市近代詩 芦澤 柊苑 大和町近代詩

阿部 香響 石巻市前　衛 阿部 雅悠 岩沼市漢字Ⅱ

阿部 専心 仙台市漢字Ⅰ 阿部 宗鶴 仙台市漢字Ⅰ秀作賞

阿部 毅仁 登米市漢字Ⅰ 阿部 兆仙 登米市漢字Ⅰ

阿部 桃仙 大崎市前　衛 阿部 美幸 登米市漢字Ⅰ

阿部 緑玲 仙台市近代詩 天野 白扇 石巻市近代詩

荒木 孝 気仙沼市近代詩 荒木 孫功 石巻市前　衛

池田 畦石 登米市漢字Ⅰ 石森 光琴 石巻市前　衛

和泉 とし子 仙台市大　字 板垣 青鳳 仙台市漢字Ⅱ

板橋 雅邦 名取市漢字Ⅱ 板橋 雅邦 名取市漢字Ⅰ

伊藤 四夏 岩沼市近代詩 伊藤 四花 仙台市近代詩

伊藤 秀江 仙台市漢字Ⅱ 伊藤 眞仙 登米市かなⅠ

伊藤 美相 塩竈市近代詩佳作賞 伊藤 瞳 多賀城市近代詩

伊藤 裕華 大河原町漢字Ⅱ 伊藤 有津 大崎市前　衛秀作賞

猪又 宏孟 登米市大　字 猪又 宏孟 登米市近代詩

猪又 寿光 富谷町近代詩 猪又 澪舟 登米市かなⅡ

猪又 澪舟 登米市近代詩 岩城 芳子 大崎市前　衛

岩崎 陽光 塩竈市近代詩 岩間 紅鶴 仙台市近代詩

上田 朴城 東松島市漢字Ⅰ 上野 千琇 大崎市近代詩

氏家 久光 仙台市近代詩 氏家 白雅 仙台市前　衛

薄井 華千 大河原町漢字Ⅱ 臼井 真理 気仙沼市近代詩

海上 敦子 仙台市近代詩 梅澤 七生 七ヶ浜町近代詩

梅田 紅雨 名取市近代詩 梅津 恵華 大河原町漢字Ⅱ

江戸 妙鶴 大河原町漢字Ⅰ 遠藤 華香 石巻市前　衛

遠藤 紅杏 大崎市前　衛 遠藤 紫舟 石巻市漢字Ⅰ

遠藤 秋陽 石巻市漢字Ⅰ 遠藤 房子 大崎市近代詩

及川 晴彦 仙台市近代詩 大泉 香織 蔵王町漢字Ⅱ

大泉 清子 仙台市近代詩 大川 玉蘭 色麻町前　衛

大澤 敏弘 仙台市大　字 大槻 柏秀 白石市漢字Ⅱ

大友 きか子 名取市近代詩 大友 四峰 岩沼市近代詩

大庭 幸石 大崎市前　衛 大町 菜円 大崎市前　衛

近江 美雪 仙台市漢字Ⅰ 近江 美雪 仙台市近代詩

小笠原 雪華 塩竈市漢字Ⅰ 岡田 萩伯 塩竈市漢字Ⅰ

尾形 紅霞 石巻市近代詩 小川 香燁 白石市近代詩

小川 洙紅 涌谷町前　衛 奥川 麗流 仙台市近代詩

奥山 湖仙 名取市漢字Ⅱ 小山内 谷玲 名取市漢字Ⅱ

小島 豊英 仙台市近代詩 小野 溪風 仙台市漢字Ⅱ

小野 朱星 大崎市前　衛 小野 幽景 仙台市近代詩佳作賞

小野寺 加都 気仙沼市近代詩 小野寺 京芳 気仙沼市近代詩

小野寺 久美 気仙沼市近代詩佳作賞 小野寺 珠雪 大和町近代詩

小野寺 静零 東松島市漢字Ⅰ 小野寺 礼子 気仙沼市近代詩

小野原 紅華 石巻市近代詩秀作賞 加藤 雅芳 仙台市漢字Ⅱ

加藤 紫翠 仙台市近代詩 加藤 紫水 大河原町漢字Ⅱ

金濱 珀燁 仙台市近代詩 金子 美千 七ヶ浜町漢字Ⅱ

川浪 桂暢 仙台市漢字Ⅰ 川村 佳風 気仙沼市近代詩

神作 朱雀 仙台市近代詩 丸藤 紫苑 仙台市大　字

菅野 一水 石巻市漢字Ⅰ 菅野 哲牛 仙台市漢字Ⅰ

菊池 嚶鳴 石巻市漢字Ⅰ 菊池 玉蓮 大崎市前　衛

菊池 慶燁 仙台市近代詩 菊地 香華 大河原町漢字Ⅱ

菊地 紅純 大崎市前　衛 菊地 紅萌 仙台市近代詩

北村 千恵子 仙台市近代詩 木村 紅楓 仙台市漢字Ⅰ
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木村 重子 石巻市漢字Ⅱ 木村 美鳳 仙台市近代詩

木村 正子 名取市大　字 京極 洋風 大崎市前　衛

京野 夏鶴 松島町漢字Ⅰ 熊谷 桂翠 仙台市漢字Ⅱ

熊谷 秋櫻 気仙沼市近代詩 熊谷 萩径 気仙沼市近代詩

熊谷 萩芳 仙台市漢字Ⅱ 熊谷 竹鈴 美里町前　衛

熊谷 寿子 仙台市前　衛 黒田 翠朋 仙台市近代詩

桑名 千鶴 仙台市漢字Ⅰ 小泉 潤 村田町漢字Ⅱ佳作賞

穀田 朱光 富谷町近代詩 国分 四朱 仙台市近代詩

近藤 桜紅 美里町前　衛 今野 菜美 石巻市前　衛

今野 宣子 仙台市大　字 紺野 遊山 大崎市前　衛

紺野 遊山 大崎市漢字Ⅱ 西條 松雲 石巻市前　衛

齋田 綾子 仙台市近代詩 齋藤 杏邑 気仙沼市近代詩

齋藤 紫霄 石巻市漢字Ⅰ 斉藤 栖艶 多賀城市漢字Ⅰ

齋藤 久子 気仙沼市近代詩 坂田 翠江 角田市前　衛

佐久間 晶子 白石市近代詩 佐々木 亜貴 登米市大　字

佐々木 花抄 仙台市近代詩 佐々木 紅楓 美里町前　衛

佐々木 秀華 仙台市前　衛佳作賞 笹木 蒼風 柴田町前　衛

佐々木 田鶴子 栗原市前　衛 佐々木 藤恵 塩竈市大　字

佐々木 眸心 仙台市刻　字 佐々木 美穂 美里町前　衛

薩日内 秀蓮 大崎市前　衛 佐藤 糸乃 気仙沼市近代詩

佐藤 右琴 石巻市前　衛 佐藤 英清 仙台市近代詩

佐藤 華炎 仙台市前　衛 佐藤 糾舫 角田市前　衛

佐藤 慧紅 美里町前　衛 佐藤 桂鳳 仙台市近代詩

佐藤 弦佳 白石市近代詩 佐藤 紅輝 仙台市近代詩

佐藤 紅茜 大崎市前　衛秀作賞 佐藤 煌風 石巻市漢字Ⅰ

佐藤 紫水 仙台市刻　字 佐藤 静子 名取市漢字Ⅱ

佐藤 翠毬 仙台市漢字Ⅱ 佐藤 千秋 利府町近代詩

佐藤 武美 名取市漢字Ⅱ 佐藤 友美 登米市漢字Ⅰ

佐藤 友美 登米市大　字 佐藤 芳石 美里町前　衛

佐藤 芳石 美里町漢字Ⅱ 佐藤 陽子 塩竈市前　衛

佐藤 蓮耀 美里町前　衛 佐藤 和華 仙台市漢字Ⅰ

佐茂 明祥 大河原町漢字Ⅱ 渋谷 蛍江 仙台市漢字Ⅱ

渋谷 蛍江 仙台市近代詩 下野 美紀 塩竈市近代詩

庄司 明子 柴田町近代詩 庄司 咏艸 大崎市前　衛

庄司 咏艸 大崎市漢字Ⅱ 庄子 古葩 仙台市近代詩

庄司 仙邦 美里町前　衛 庄司 隆華 大河原町漢字Ⅱ

菅井 紫松 東松島市漢字Ⅰ 菅原 希和 仙台市前　衛

菅原 祥華 色麻町前　衛 菅原 浪花 気仙沼市近代詩

鈴木 朝夫 多賀城市かなⅡ 鈴木 功山 仙台市近代詩

鈴木 善見 角田市前　衛 鈴木 津弥 南三陸町近代詩

鈴木 洋子 仙台市前　衛 須田 真知子 大崎市近代詩

仙城 鳳雲 仙台市篆　刻 高木 昭華 仙台市漢字Ⅱ佳作賞

高澤 竹峰 仙台市漢字Ⅰ 高須賀 則和 石巻市前　衛

高瀬 正鶴 石巻市漢字Ⅰ 高野 水仙 仙台市近代詩

高橋 海李 気仙沼市近代詩 高橋 湖峯 名取市漢字Ⅱ

高橋 清琳 美里町前　衛 高橋 蒼香 柴田町漢字Ⅰ

高橋 豊一郎 仙台市近代詩 高橋 久子 栗原市近代詩

高橋 美舟 仙台市近代詩 高橋 芳泉 大崎市前　衛

高橋 朋艸 大崎市漢字Ⅱ 高橋 蘭花 気仙沼市前　衛

高村 光霞 仙台市前　衛 武田 華邦 村田町漢字Ⅱ佳作賞

笨 睦子 塩竈市漢字Ⅱ 竹ノ内 寿紅 大崎市前　衛

田代 明眸 仙台市刻　字佳作賞 只埜 桂花 仙台市漢字Ⅰ

橘 真己 加美町近代詩 田中 翠恵 名取市漢字Ⅱ秀作賞
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田中 泰憲 栗原市前　衛 田村 紅沙 美里町前　衛

田村 紅泉 美里町前　衛 丹野 枝紅 仙台市近代詩

千葉 光龍 石巻市前　衛 千葉 奏竹 仙台市近代詩

千葉 千鶴 栗原市前　衛 中鉢 恵芳 大崎市前　衛

手塚 恵華 塩竈市漢字Ⅱ 富田 瑶翠 仙台市漢字Ⅱ

中川 アヤ 名取市大　字 中川 美芳 大崎市前　衛

中島 光風 仙台市漢字Ⅱ 長嶺 香織 仙台市刻　字

中村 舜水 名取市近代詩 中山 麗芳 大崎市前　衛

名川 恵美子 富谷町前　衛 成田 祐貴 利府町前　衛

西塚 遥 大崎市前　衛 新田 雄山 白石市近代詩秀作賞

芳賀 明洋 登米市前　衛 芳賀 志峻 気仙沼市近代詩

吐生 宗彌 気仙沼市近代詩 早坂 萌香 加美町前　衛

半澤 幸奈 塩竈市漢字Ⅰ 樋口 玉葉 仙台市漢字Ⅱ

樋口 紅月 大崎市前　衛 平塚 美保 石巻市前　衛佳作賞

廣瀬 杏子 大崎市前　衛 深畑 紅華 大和町近代詩

深谷 恵祥 大河原町漢字Ⅱ 藤原 紅雲 色麻町前　衛佳作賞

藤原 波山 気仙沼市近代詩 二上 紫泉 石巻市前　衛

文屋 露華 仙台市漢字Ⅰ 辺見 芳紅 美里町前　衛

堀籠 四千 仙台市近代詩 本郷 谷恵 仙台市漢字Ⅱ

米谷 知恵 石巻市近代詩 松本 孝子 仙台市大　字

三浦 香織 仙台市大　字 三浦 朱鳳 石巻市前　衛

三浦 淡虹 仙台市近代詩 水野 恵翠 石巻市漢字Ⅰ

道塚 紫音 加美町前　衛 南浦 洋州 登米市大　字

宮崎 湖扇 名取市漢字Ⅱ 村上 桜華 大河原町漢字Ⅱ

茂泉 容子 松島町近代詩 守 恵花 仙台市漢字Ⅰ

守 祐花 仙台市漢字Ⅰ 山内 松吾 気仙沼市近代詩

山形 桂照 仙台市近代詩 山崎 桜江 大河原町漢字Ⅱ

山田 光蓮 気仙沼市近代詩 山田 泉燁 石巻市前　衛

山田 仁美 仙台市近代詩 山本 紅仙 涌谷町前　衛

遊佐 香風 大崎市近代詩 遊佐 谷章 仙台市漢字Ⅱ

遊佐 柏葉 仙台市漢字Ⅱ秀作賞 横山 桂子 仙台市近代詩

横山 真葉 仙台市漢字Ⅰ 横山 晁光 美里町前　衛

吉田 恵也 仙台市前　衛 吉田 紅光 仙台市近代詩

吉田 松心 気仙沼市漢字Ⅱ 吉田 松心 気仙沼市近代詩

若見 苑柚 栗原市近代詩 渡辺 活子 仙台市漢字Ⅰ

渡辺 重史 岩沼市大　字 和地 章子 仙台市漢字Ⅰ
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相澤 美帆 多賀城市大　字 阿部 太陽 石巻市漢字Ⅱ

阿部 透香 石巻市漢字Ⅱ 阿部 文子 仙台市漢字ⅠU23奨励賞

井上 稚子 仙台市大　字 遠藤 あかね 塩竈市前　衛

大風 秀花 塩竈市漢字ⅠU23新鋭賞 小野 和磨 塩竈市漢字Ⅱ

小野寺 芝雪 大和町近代詩 柿崎 仁美 仙台市漢字Ⅰ

勝然 静峯 石巻市漢字Ⅰ 鎌田 礼菜 登米市漢字Ⅰ

川村 美由紀 登米市漢字Ⅱ 木村 剛 石巻市大　字

後藤 美希 栗原市前　衛 後藤 恭 栗原市前　衛U23毎日賞

小湊 陽 仙台市大　字 小室 捺未 村田町漢字Ⅱ

斉藤 洋克 仙台市刻　字 斎藤 佑美 仙台市大　字

榊 亜依里 石巻市漢字Ⅰ 佐久間 歩 白石市近代詩

佐々木 香寿美 多賀城市大　字 佐々木 望 大崎市前　衛

佐藤 そあな 大河原町大　字U23毎日賞 佐藤 ひかる 七ヶ浜町大　字

宍戸 雲水 白石市近代詩 菅井 夏聖 仙台市大　字

鈴木 香加 石巻市前　衛 高橋 静陵 石巻市漢字Ⅰ

高橋 貴希 利府町大　字 武田 美早紀 仙台市大　字

二瓶 彩 仙台市大　字 引地 真理 仙台市漢字Ⅰ

日野 龍眸 石巻市刻　字 福島 彩加 仙台市大　字

三浦 弘嗣 登米市漢字Ⅰ 門田 菜香 石巻市近代詩

山内 みほ 石巻市前　衛 大和 愛香 大崎市前　衛
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