
愛知県 （会友公募・公募）
青山 高陽 稲沢市漢字Ⅰ 赤梅 東風 名古屋市かなⅡ

赤羽 霜川 蟹江町漢字Ⅰ 秋田 松旭 尾張旭市近代詩

朝井 美佐子 瀬戸市漢字Ⅰ 浅野 千香 小牧市漢字Ⅱ

新井 葉川 名古屋市近代詩 荒川 寿美子 日進市近代詩

荒川 清香 名古屋市近代詩 有竹 恒子 津島市かなⅡ

安藤 珪華 豊田市刻　字 安藤 早百合 名古屋市近代詩

安藤 繁治 名古屋市近代詩 安藤 春翠 春日井市近代詩

安藤 知子 名古屋市漢字Ⅱ 安藤 知子 名古屋市近代詩

安藤 白翠 豊山町近代詩 飯島 翠輦 名古屋市漢字Ⅱ

飯田 華園 北名古屋市漢字Ⅰ 飯田 翠園 名古屋市近代詩

飯田 雪華 名古屋市近代詩 生田 晋一 稲沢市漢字Ⅱ

池内 美幸 半田市近代詩 池野 登世 豊田市漢字Ⅱ

石井 嘉久 名古屋市近代詩 石井 嬌紅 名古屋市漢字Ⅱ

石川 紫陽 豊田市刻　字 石川 桃露 豊明市近代詩

石黒 友佳理 名古屋市近代詩 石黒 由里 名古屋市漢字Ⅱ

石田 雅子 豊川市漢字Ⅰ 石塚 美根子 豊田市大　字

石本 祥苑 岡崎市漢字Ⅰ 石本 正治 名古屋市近代詩

泉 好子 西尾市大　字佳作賞 磯谷 山囿 岡崎市刻　字

磯部 富子 名古屋市篆　刻 市川 美峰 蒲郡市漢字Ⅰ

市橋 蒼流 名古屋市漢字Ⅱ 伊藤 恵子 弥富市近代詩

伊藤 江風 蟹江町漢字Ⅰ 伊藤 定子 名古屋市かなⅠ

伊藤 井翠 春日井市漢字Ⅱ 伊藤 節子 豊川市漢字Ⅱ

伊藤 たつゑ 豊橋市近代詩 伊藤 平雄 武豊町刻　字佳作賞

伊藤 寛基 名古屋市近代詩 伊藤 芳桜 半田市漢字Ⅰ

伊藤 鳳堂 名古屋市近代詩 伊藤 みつゑ 江南市かなⅡ

伊藤 由美 半田市漢字Ⅰ 伊藤 義之 名古屋市大　字

伊藤 義之 名古屋市漢字Ⅱ 伊奈 美峰 豊川市漢字Ⅱ

伊奈 美峰 豊川市大　字 稲垣 喜由 豊川市近代詩

稲垣 松香 春日井市近代詩 稲垣 由紀子 名古屋市漢字Ⅱ

稲葉 理恵 名古屋市漢字Ⅱ 犬飼 彩月 蟹江町漢字Ⅰ

犬飼 富美子 名古屋市近代詩 井野 華水 高浜市漢字Ⅱ秀作賞

井上 愛子 名古屋市かなⅡ 井上 利香 豊橋市近代詩

井上 和弓 瀬戸市漢字Ⅱ 今井 江月 春日井市近代詩

今井 春陽 東郷町近代詩 今泉 久美 蒲郡市近代詩

今岡 翠玉 春日井市漢字Ⅱ秀作賞 伊与田 京子 安城市大　字

岩城 みつ代 豊橋市近代詩 岩崎 玉楊 春日井市近代詩

岩瀬 心泉 西尾市大　字 岩瀬 房子 豊橋市近代詩

岩田 利江 一宮市篆　刻 岩土 彩花 名古屋市近代詩

岩間 友美 尾張旭市近代詩 植田 年香 豊橋市近代詩

植田 恵奈 知多市近代詩 植田 錦舟 豊田市近代詩

上田 春輝 北名古屋市漢字Ⅱ 上田 信 瀬戸市漢字Ⅱ

上原 香波 尾張旭市近代詩 鵜飼 久美子 春日井市近代詩

鵜飼 秀芳 名古屋市漢字Ⅱ 鵜海 青汪 美浜町漢字Ⅰ

鵜飼 展子 名古屋市漢字Ⅰ 宇佐美 径風 蟹江町漢字Ⅰ

牛塲 智美 尾張旭市近代詩 牛山 洋子 日進市かなⅡ

内山 紫泉 名古屋市近代詩 釆女 紅楓 名古屋市近代詩

梅村 鉄明 名古屋市漢字Ⅱ 梅村 游藍 岡崎市近代詩

江崎 一穂 知多市漢字Ⅰ 遠藤 紫香 名古屋市大　字

大岩 春涛 武豊町近代詩 大岩 泰世 常滑市漢字Ⅱ

大河原 清翠 岡崎市漢字Ⅰ 大口 桂舟 北名古屋市漢字Ⅱ

大沢 真弓 名古屋市近代詩 大島 宏恵 春日井市篆　刻

大城 紫萠 名古屋市漢字Ⅰ 大隅 希伊 春日井市大　字

太田 綾香 東浦町漢字Ⅱ 大田 さやか 名古屋市近代詩
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大田 さやか 名古屋市漢字Ⅱ毎日賞 太田 紫玉 名古屋市漢字Ⅱ

太田 祥風 岡崎市漢字Ⅰ 太田 蔦子 名古屋市近代詩

太田 龍峰 稲沢市近代詩 大谷 和子 名古屋市近代詩

大塚 裕子 尾張旭市近代詩 大辻 秋蕙 知多市かなⅠ

大辻 秋蕙 知多市かなⅡ 大橋 卯京 犬山市近代詩秀作賞

大橋 美根 名古屋市近代詩 大橋 幽径 春日井市漢字Ⅱ

大原 裕美 尾張旭市漢字Ⅱ 岡島 淡雪 豊山町近代詩

岡島 溢愛 春日井市近代詩 岡添 能子 名古屋市近代詩

岡田 孝子 豊橋市近代詩 岡田 美紅 名古屋市漢字Ⅱ

岡本 清子 刈谷市大　字 岡本 涼扇 豊田市漢字Ⅰ

小川 華舟 春日井市漢字Ⅱ 小川 螢雪 名古屋市漢字Ⅱ

小川 拓海 名古屋市近代詩 小川 てる子 豊明市かなⅡ

小川 末由美 豊田市刻　字 荻原 寿蕙 名古屋市かなⅠ

奥田 一華 名古屋市漢字Ⅱ 奥村 紫香 名古屋市近代詩

奥村 順子 豊橋市近代詩 奥村 翠 一宮市かなⅠ

奥谷 虹雨 西尾市漢字Ⅰ 尾崎 虹葉 名古屋市漢字Ⅱ

長田 裕華 名古屋市漢字Ⅰ 小澤 恵子 江南市かなⅡ

乙部 光代 大府市近代詩 小野 昭憲 瀬戸市近代詩

小幡 淳泉 愛西市漢字Ⅱ 加古 松泉 大府市近代詩

春日井 順子 名古屋市篆　刻 糟谷 永子 新城市近代詩

片岡 昌谷 半田市漢字Ⅰ 片岡 蘭泉 半田市漢字Ⅰ秀作賞

片岡 里奈 名古屋市漢字Ⅱ 可知 秀穂 蟹江町漢字Ⅰ

加藤 一次 高浜市漢字Ⅱ 加藤 佐代子 小牧市漢字Ⅱ

加藤 紫光 みよし市近代詩 加藤 淀扇 安城市漢字Ⅱ

加藤 蒼琅 瀬戸市漢字Ⅱ佳作賞 加藤 千寿夫 名古屋市かなⅡ佳作賞

加藤 凡空 安城市大　字 加藤 美千代 豊田市漢字Ⅰ

金田 忍 蒲郡市近代詩 兼島 澄湖 清須市近代詩

神谷 貴美 日進市かなⅡ 神谷 志奈子 豊橋市近代詩

神谷 千恵子 豊川市近代詩 茅壁 松雪 豊田市近代詩

河合 美玲 名古屋市近代詩 川口 紫泉 稲沢市近代詩

川口 夕櫻 豊明市漢字Ⅱ 川口 夕蓉 みよし市刻　字

川口 由美 東海市近代詩秀作賞 川口 佑美 名古屋市漢字Ⅱ

川島 美翠 名古屋市漢字Ⅱ 川那 芳恵 名古屋市近代詩

川本 美由紀 豊田市大　字 菊池 節子 尾張旭市漢字Ⅱ佳作賞

菊地 睦子 名古屋市近代詩 岸江 真翠 豊田市漢字Ⅰ

木瀬 佳津美 瀬戸市近代詩 北野 春艸 名古屋市漢字Ⅰ

北村 まり子 豊明市大　字 木下 恵香 岡崎市漢字Ⅰ

木野瀬 陽光 春日井市近代詩 木村 艸游 名古屋市漢字Ⅱ

行司 桃園 名古屋市漢字Ⅱ 日下部 みゆき 西尾市漢字Ⅱ

国松 真理 瀬戸市近代詩 久野 弘敞 名古屋市大　字

久納 愛紅 名古屋市近代詩 熊澤 青流 名古屋市近代詩秀作賞

栗山 墨水 豊田市刻　字 黒柳 知里 安城市漢字Ⅱ

桑原 香雪 西尾市漢字Ⅰ 桑山 真紀 春日井市近代詩

合木 友理 一宮市近代詩 小宇佐 久美 名古屋市近代詩

甲谷 千樹 名古屋市近代詩 河野 京子 名古屋市近代詩

河野 圭芳 稲沢市漢字Ⅰ 國府谷 妙仔 名古屋市近代詩

国分 敦子 尾張旭市漢字Ⅰ 小久保 華光 刈谷市漢字Ⅰ

小嶋 さきえ 西尾市近代詩 小島 翠泉 名古屋市近代詩

小島 初美 東海市漢字Ⅱ 小島 廣子 名古屋市近代詩

小島 正人 名古屋市近代詩 小島 泰子 名古屋市漢字Ⅰ

小塚 祥貞 名古屋市近代詩 後藤 久慶 春日井市近代詩

小林 加奈 豊田市漢字Ⅱ 小林 加奈 豊田市大　字

小林 千鶴 春日井市近代詩 小林 勇輝 名古屋市漢字Ⅱ
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小林 由紀子 豊田市近代詩 小林 由美 名古屋市近代詩

小山 登起子 豊田市漢字Ⅱ 小山 和風 津島市近代詩

近藤 典子 春日井市漢字Ⅱ 近藤 末子 春日井市近代詩

近藤 美代子 西尾市大　字 犀川 定伸 豊田市漢字Ⅱ

斉藤 紫愈 名古屋市漢字Ⅱ 齋藤 敏美 豊川市漢字Ⅱ

酒井 琴泉 名古屋市近代詩 境田 美夏 名古屋市近代詩

榊原 素影 半田市漢字Ⅰ 坂倉 公子 名古屋市かなⅠ

櫻井 あゆみ 名古屋市かなⅡ 桜井 聖子 豊橋市近代詩佳作賞

櫻井 三千枝 名古屋市近代詩 桜井 和香 尾張旭市近代詩

佐藤 絵理香 名古屋市近代詩 佐藤 清華 名古屋市近代詩

佐藤 与祢 名古屋市近代詩 佐野 桃泉 豊田市漢字Ⅱ

佐橋 秀影 名古屋市漢字Ⅰ 沢田 皎雪 半田市漢字Ⅱ

澤田 香華 弥富市漢字Ⅱ 椎屋 沙香 春日井市大　字

塩津 旭曄 尾張旭市近代詩 式守 白萩 津島市近代詩

志津野 穂夏 小牧市近代詩 篠原 三穂子 名古屋市近代詩

柴田 厚実 名古屋市近代詩 柴田 由加里 稲沢市漢字Ⅱ

渋谷 久美子 名古屋市近代詩 嶋田 和陽 豊橋市かなⅠ

清水 皓華 名古屋市篆　刻 清水 紫華 東浦町漢字Ⅱ

志村 峯遠 小牧市近代詩 白井 智恵子 岡崎市漢字Ⅰ

白石 真子 名古屋市大　字 白瀧 花醉 蟹江町漢字Ⅰ

神野 紫浩 名古屋市漢字Ⅱ 末継 梗艸 豊田市刻　字

杉浦 敬山 西尾市漢字Ⅰ 杉戸 神泉 名古屋市近代詩

杉村 秀鳳 稲沢市漢字Ⅱ 杉本 扇鈴 知立市漢字Ⅱ

鈴木 功子 名古屋市近代詩秀作賞 鈴木 いずみ 豊橋市近代詩

鈴木 雅風 名古屋市漢字Ⅰ 鈴木 旭峯 名古屋市近代詩

鈴木 圭 豊田市大　字 鈴木 廣堂 名古屋市漢字Ⅰ

鈴木 香葉 西尾市漢字Ⅰ佳作賞 鈴木 祥山 西尾市漢字Ⅰ

鈴木 孟 蒲郡市近代詩 鈴木 健 蒲郡市近代詩

鈴木 美樹 春日井市近代詩 鈴木 容華 西尾市漢字Ⅱ

須田 白城 半田市漢字Ⅰ 須田 白城 半田市漢字Ⅱ

園原 玉麗 名古屋市近代詩 台場 知香 名古屋市近代詩

高井 享子 名古屋市篆　刻 高井 由美 名古屋市近代詩

高木 つや子 名古屋市かなⅡ 高木 幽光 西尾市漢字Ⅱ

高橋 花修 豊田市漢字Ⅰ佳作賞 高橋 紫裕 名古屋市漢字Ⅱ

高橋 白羊 半田市漢字Ⅱ 高原 直子 春日井市近代詩

高間 谿風 名古屋市近代詩 高松 紫石 日進市漢字Ⅱ

滝川 仁美 名古屋市漢字Ⅱ 滝本 青潤 南知多町近代詩

武内 丹青 豊田市刻　字 竹内 友康 半田市漢字Ⅰ

竹内 南里 阿久比町漢字Ⅱ 竹條 友苑 名古屋市漢字Ⅱ

武野 桂華 豊橋市漢字Ⅱ 竹本 景鳳 知立市大　字

田島 美麗 一宮市漢字Ⅱ 田島 由美 名古屋市近代詩

巽 麗都 清須市漢字Ⅰ 楯 芳琴 名古屋市近代詩

田中 薫水 名古屋市漢字Ⅱ 田中 幸香 尾張旭市近代詩

田中 由紀 西尾市大　字 谷利 紫鳳 春日井市近代詩佳作賞

塚本 恵昭 名古屋市篆　刻 柘植 和代 豊田市大　字

對馬 紫邑 犬山市近代詩 土屋 春聲 名古屋市漢字Ⅱ

都築 心扇 安城市漢字Ⅱ 津野 英子 名古屋市近代詩

坪井 草風 蟹江町漢字Ⅰ佳作賞 坪沼 明美 名古屋市漢字Ⅰ

鶴田 静流 岡崎市刻　字佳作賞 寺澤 景星 名古屋市漢字Ⅱ

寺澤 景星 名古屋市近代詩 土井 桂子 豊明市漢字Ⅱ

土居 雅子 東海市近代詩 徳山 直美 名古屋市近代詩

徳倉 貴久江 名古屋市近代詩 杤久保 律子 瀬戸市近代詩

戸部 美扇 名古屋市漢字Ⅰ 冨田 梢峰 犬山市近代詩
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戸村 和子 名古屋市漢字Ⅱ 内藤 恵 名古屋市漢字Ⅱ

中尾 彩紅 名古屋市漢字Ⅱ 中神 紫 田原市漢字Ⅱ

長坂 多津子 豊橋市漢字Ⅱ 永坂 武山 岡崎市漢字Ⅰ

中島 英翠 名古屋市漢字Ⅱ 中島 爽風 名古屋市近代詩毎日賞

中須賀 幸子 知立市漢字Ⅱ 中須賀 幸子 知立市大　字

永瀬 恵子 名古屋市近代詩 長瀬 竜清 名古屋市近代詩

永田 はる恵 知立市漢字Ⅱ毎日賞 長縄 美扇 春日井市近代詩

長縄 祐子 瀬戸市近代詩 中根 蒼岑 豊田市刻　字

中野 寿美 美浜町近代詩 中橋 美恵子 名古屋市大　字

中村 絵里子 名古屋市近代詩 中村 鏡子 名古屋市かなⅡ

中村 秀雄 名古屋市かなⅡ 夏目 華星 稲沢市かなⅡ

成田 美楓 蟹江町漢字Ⅰ 二木 閣陽 豊田市刻　字

西 邦子 名古屋市かなⅡ 西岡 紅萌 豊田市漢字Ⅰ

西崎 清華 名古屋市近代詩秀作賞 西脇 千秋 名古屋市かなⅡ

新田 聖岳 名古屋市かなⅡ 丹羽 喜代 名古屋市近代詩

丹羽 彩霞 あま市近代詩佳作賞 丹羽 彩霞 あま市漢字Ⅱ

丹羽 茜麗 名古屋市漢字Ⅱ 二和田 通代 豊橋市近代詩

野口 敬天 名古屋市近代詩 野田 館宇 一宮市漢字Ⅱ

野村 蒼丘 春日井市大　字毎日賞 橋倉 詠雪 春日井市大　字

橋爪 淳歩 名古屋市漢字Ⅰ 羽柴 苔谷 春日井市漢字Ⅱ

橋本 陽風 豊田市刻　字 橋谷 蓮歩 名古屋市漢字Ⅰ

長谷川 祥世 あま市漢字Ⅰ 長谷川 紫石 小牧市漢字Ⅱ

長谷川 春汀 名古屋市漢字Ⅱ 長谷川 千春 名古屋市近代詩

服部 玉葉 名古屋市近代詩 服部 光峰 春日井市漢字Ⅱ

服部 紫洒 豊明市漢字Ⅱ 服部 理子 名古屋市かなⅠ

花井 紅霞 刈谷市漢字Ⅱ 花井 紅霞 刈谷市大　字

花井 清水 名古屋市近代詩 花田 佳子 犬山市近代詩

羽根 寿子 名古屋市近代詩佳作賞 馬場 青邨 名古屋市近代詩

浜 香風 半田市漢字Ⅰ 濵田 寛子 名古屋市かなⅡ

林 恵子 津島市かなⅡ 林 尚志 名古屋市漢字Ⅰ

林 聖二 名古屋市漢字Ⅱ 林 泰伯 名古屋市近代詩

林 妙子 一宮市かなⅡ 林 孝湖 東郷町近代詩

林 美智子 名古屋市かなⅡ 林 陽子 岡崎市近代詩

林 和苑 小牧市近代詩 原田 光泉 豊橋市かなⅡ

坂 里美 瀬戸市漢字Ⅱ 伴 晋水 豊橋市近代詩

判治 菁泉 一宮市かなⅡ 東村 照月 豊田市漢字Ⅰ

樋口 真衣 半田市近代詩 彦坂 香邨 名古屋市近代詩

久田 紫邑 碧南市漢字Ⅱ 久松 美州 常滑市漢字Ⅱ

日野 光芳 春日井市近代詩 比良 公美 尾張旭市漢字Ⅱ

平井 苔泉 春日井市近代詩 平井 雅子 名古屋市大　字

平井 三千代 名古屋市漢字Ⅰ 平岩 霞葉 春日井市近代詩

平岩 礼子 名古屋市漢字Ⅱ 平岡 妙紅 名古屋市近代詩

平田 悦子 知立市前　衛 平田 光蘭 名古屋市漢字Ⅱ

平野 智山 名古屋市近代詩 平野 桃泉 名古屋市漢字Ⅱ

平松 山 豊田市刻　字 廣瀬 千翠 瀬戸市漢字Ⅱ

深田 美泉 岡崎市漢字Ⅰ 深津 文香 名古屋市かなⅡ

深津 洋子 安城市大　字 福井 笙燿 名古屋市近代詩

福岡 香花 名古屋市近代詩 福田 光風 豊田市刻　字

藤井 和彦 豊川市近代詩 藤江 香波 清須市漢字Ⅰ

藤本 霞園 名古屋市漢字Ⅰ 舟戸 佐輝子 尾張旭市近代詩

古橋 琉溪 名古屋市近代詩 星野 亜希 岡崎市漢字Ⅱ

細江 朋杏 名古屋市近代詩 堀田 恵香 春日井市漢字Ⅱ佳作賞

堀 孝美 名古屋市近代詩 堀口 淑子 名古屋市かなⅡ
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愛知県 （会友公募・公募）
堀部 悠華 名古屋市近代詩 本田 敦子 岡崎市近代詩

本間 祥泉 岡崎市漢字Ⅰ 前田 千登世 名古屋市近代詩

前馬 陽代 豊橋市近代詩 牧 美樹子 稲沢市漢字Ⅱ

牧野 直美 名古屋市近代詩 桝田 玄道 名古屋市漢字Ⅰ

松井 香代子 名古屋市近代詩 松田 清美 名古屋市近代詩

松田 穂嬋 名古屋市漢字Ⅰ 松田 麗玉 稲沢市漢字Ⅱ

松原 光彩 尾張旭市近代詩 松本 盈真 春日井市大　字

松元 彩華 長久手市近代詩秀作賞 真野 桃華 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞

三浦 芳枝 豊橋市漢字Ⅱ 三上 啓鳳 名古屋市近代詩

三木 紅蓮 名古屋市漢字Ⅱ 水越 鈴雪 豊田市漢字Ⅰ

水谷 勝代 名古屋市漢字Ⅰ 水鳥 静川 西尾市漢字Ⅰ

水野 綾乃 名古屋市近代詩 水野 泉美 名古屋市近代詩

水野 栖州 豊田市漢字Ⅰ佳作賞 水野 射山 豊田市刻　字

水野 美舟 名古屋市近代詩 溝俣 京子 豊橋市漢字Ⅱ

御手洗 玄洋 日進市近代詩 光永 虹風 尾張旭市近代詩

三矢 幸子 西尾市近代詩 三富 弘美 高浜市漢字Ⅱ

皆川 嗣恵 豊橋市漢字Ⅱ 三宅 美知子 尾張旭市近代詩

宮崎 弘園 小牧市近代詩 宮間 秀子 名古屋市近代詩

宮本 清霞 名古屋市近代詩 三輪 三麗 あま市漢字Ⅰ

三輪 晴風 あま市漢字Ⅱ 三輪 蘇生 名古屋市近代詩

三輪 鼎堂 名古屋市漢字Ⅰ 村岡 喜代美 豊田市大　字

村上 影月 名古屋市漢字Ⅰ 村上 芳香 名古屋市漢字Ⅱ

村上 薫仍 北名古屋市近代詩 村上 蓮月 あま市漢字Ⅰ

村木 紫暎 名古屋市漢字Ⅱ 村瀬 英恵 刈谷市刻　字

村田 華雪 名古屋市漢字Ⅱ 村田 香華 名古屋市漢字Ⅱ

毛利 祐美子 名古屋市近代詩 森 和子 名古屋市漢字Ⅰ

森 尚香 名古屋市近代詩 森 雪華 一宮市漢字Ⅰ

森下 踏月 半田市漢字Ⅰ 安井 雨恵 名古屋市漢字Ⅰ

安岡 明信 名古屋市近代詩 安田 春麗 名古屋市近代詩

保田 翠苑 大治町漢字Ⅱ 矢藤 子嵐 西尾市大　字

柳瀬 緑風 名古屋市近代詩 山岸 邦山 豊田市漢字Ⅱ佳作賞

山崎 香葉 西尾市漢字Ⅰ 山崎 真理 名古屋市大　字

山下 和海 常滑市かなⅡ 山下 玉稀 常滑市かなⅡ

山田 和子 田原市漢字Ⅱ 山田 京子 豊田市漢字Ⅱ

山田 小恵 名古屋市漢字Ⅰ 山田 直子 名古屋市かなⅡ

山田 明翠 春日井市漢字Ⅱ 山本 蕙竹 名古屋市漢字Ⅱ

山本 康二 春日井市大　字 山本 彩烟 津島市漢字Ⅰ

山本 青漣 常滑市近代詩 山本 光子 名古屋市漢字Ⅱ

山本 裕子 名古屋市大　字 山本 雪 名古屋市近代詩

雪下 芳子 豊橋市近代詩 湯本 紫肇 名古屋市大　字

横井 貴美 春日井市近代詩 横井 恵 春日井市漢字Ⅰ

横地 亜紀 名古屋市近代詩 吉兼 理樹 名古屋市大　字

吉田 久子 日進市漢字Ⅱ 吉田 万由美 名古屋市かなⅡ

吉積 景泉 名古屋市かなⅡ 米田 清翠 東海市漢字Ⅱ

和佐田 祐翠 名古屋市近代詩 渡辺 紫葵 名古屋市漢字Ⅱ

渡辺 清井 豊田市刻　字佳作賞 渡辺 冬岳 名古屋市近代詩
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愛知県 （Ｕ23）
飯田 雪奈 名古屋市近代詩 石上 美紀 春日井市近代詩

石川 雄仁 知多市漢字Ⅰ 石川 知仁 知多市漢字Ⅰ

石田 夕貴 名古屋市漢字Ⅱ 石田 夕貴 名古屋市近代詩

伊藤 愛梨 春日井市近代詩 伊藤 晴奈 春日井市近代詩

伊藤 雅貴 名古屋市近代詩 伊藤 美貴 名古屋市近代詩

伊奈 見和子 田原市漢字Ⅱ 犬飼 英幸 名古屋市近代詩

井上 智広 春日井市近代詩 井上 龍泉 春日井市大　字

今枝 蒼志 名古屋市漢字Ⅱ 宇津野 利仁 名古屋市近代詩

大坪 弘明 名古屋市近代詩 岡部 真吾 春日井市近代詩

小川 静加 犬山市近代詩 刑部 克幸 名古屋市近代詩

刑部 拓也 名古屋市漢字Ⅱ 尾崎 友音 常滑市漢字Ⅱ

小野 祐樹 名古屋市漢字Ⅱ 小室 優 小牧市近代詩U23奨励賞

勝見 知周 瀬戸市漢字Ⅱ 神谷 柚衣 春日井市近代詩

川合 友季子 名古屋市近代詩 川岸 あゆみ 名古屋市漢字Ⅱ

河本 真寛 名古屋市近代詩U23奨励賞 河本 真寛 名古屋市漢字Ⅱ

北村 義弘 豊田市大　字 黒木 俊輔 名古屋市近代詩

後藤 悠太 名古屋市漢字Ⅱ 近藤 あゆみ 扶桑町漢字Ⅱ

佐々木 汐璃 名古屋市大　字 佐藤 綾香 大口町近代詩

柴田 香穂 名古屋市漢字Ⅱ 清水 和樹 名古屋市漢字Ⅱ

鈴木 彬弘 名古屋市近代詩 鈴木 雅貴 名古屋市漢字Ⅱ

鈴木 雄人 名古屋市漢字Ⅱ 高木 みなみ 名古屋市近代詩

田端 洵紀 名古屋市近代詩 垂見 謙輝 名古屋市近代詩

垂見 麻央 名古屋市漢字Ⅱ 垂見 麻央 名古屋市近代詩U23新鋭賞

塚原 雪 長久手市近代詩 津嶋 寛之 名古屋市近代詩

鳥居 加奈 豊橋市近代詩U23奨励賞 内木 あい梨 名古屋市漢字Ⅱ

内木 あ友美 名古屋市近代詩 長崎 秀俊 稲沢市近代詩

中村 紗代子 小牧市近代詩U23奨励賞 成田 早耶香 東浦町大　字

野田 駿 名古屋市近代詩 長谷川 結 名古屋市近代詩

長谷川 結 名古屋市漢字ⅡU23奨励賞 廣濱 修平 日進市近代詩

深谷 勇介 尾張旭市近代詩 渕田 寛人 刈谷市近代詩

星 貴博 名古屋市近代詩 前田 亜佑美 東浦町近代詩

松岡 蒼樹 名古屋市漢字ⅡU23奨励賞 水野 友征 名古屋市漢字ⅡU23毎日賞

水野 友征 名古屋市近代詩U23奨励賞 武藤 香紗 春日井市大　字

山田 浩平 長久手市近代詩 山田 祥代 春日井市漢字Ⅱ

余吾 友理恵 名古屋市近代詩 脇田 萌未 江南市漢字Ⅰ

脇本 真衣 名古屋市漢字Ⅱ
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