
滋賀県 （会友公募・公募）
青木 弥美 湖南市漢字Ⅱ 青谷 紫虹 大津市かなⅡ

井岡 正宣 大津市漢字Ⅱ 生田 薫風 大津市漢字Ⅱ

池村 照代 甲賀市漢字Ⅱ 伊藤 錦泉 長浜市漢字Ⅱ

伊藤 香艶 大津市漢字Ⅰ 井上 恵風 大津市漢字Ⅱ

井堀 多美子 東近江市漢字Ⅱ 伊室 智香 甲賀市漢字Ⅱ

岩本 李湖 大津市漢字Ⅰ 上野 怜玉 大津市漢字Ⅱ

宇野 清江 栗東市漢字Ⅱ 梅谷 彩歌 大津市漢字Ⅰ

太田 鮎美 甲賀市漢字Ⅱ 大西 耕雪 大津市漢字Ⅰ佳作賞

大根田 隆子 栗東市漢字Ⅱ 大野 秀子 甲賀市漢字Ⅱ

大浜 輝彩 大津市漢字Ⅰ 岡田 清香 甲賀市漢字Ⅱ

奥田 圭泉 大津市漢字Ⅱ 奥野 悠紀 近江八幡市かなⅡ

奥野 悠子 近江八幡市漢字Ⅱ 奥村 湖秀 大津市漢字Ⅱ

奥村 實千代 栗東市漢字Ⅱ 奥村 恭代 野洲市漢字Ⅱ

小沢 節子 栗東市漢字Ⅱ 押谷 呉璧 長浜市前　衛

音羽 憲子 日野町漢字Ⅱ 尾中 崇竹 東近江市漢字Ⅱ

小畑 栄子 草津市漢字Ⅱ 樫野 阿農 甲賀市漢字Ⅰ

樫野 阿農 甲賀市近代詩佳作賞 梶原 明美 守山市漢字Ⅱ

勝本 美智枝 湖南市漢字Ⅱ 加藤 宏美 湖南市漢字Ⅱ

金澤 雅宴 長浜市漢字Ⅱ 金澤 洋子 草津市近代詩

川北 千代子 栗東市漢字Ⅱ 川那辺 操 守山市漢字Ⅱ

川西 大山 大津市漢字Ⅰ 北川 邦之 大津市漢字Ⅱ

北村 慶 湖南市漢字Ⅱ 北村 南邑 湖南市漢字Ⅱ

木下 千璋 大津市漢字Ⅱ 椚原 紫扇 長浜市漢字Ⅱ

栗田 順風 大津市漢字Ⅱ 栗山 友里 湖南市漢字Ⅱ

桑島 祥葉 甲賀市近代詩 小出 康子 大津市漢字Ⅱ

古迫 司水 大津市漢字Ⅱ 小谷 周治 近江八幡市近代詩

小林 翠苑 長浜市漢字Ⅱ 小森 趙山 草津市近代詩

小森 趙山 草津市漢字Ⅱ佳作賞 近藤 翠佳 草津市近代詩

近藤 東紀子 大津市漢字Ⅱ 澤田 登志女 大津市漢字Ⅰ

澤田 味歩 湖南市漢字Ⅱ 澤原 芙美子 草津市漢字Ⅱ

島田 千佳 甲賀市漢字Ⅱ 島田 友代 草津市漢字Ⅱ

島田 美智子 大津市漢字Ⅱ 首藤 睦子 大津市漢字Ⅰ

杉原 綾峯 草津市漢字Ⅱ 瀬戸口 和子 栗東市漢字Ⅱ

園田 香里 東近江市漢字Ⅱ 園部 とし子 湖南市漢字Ⅱ

多賀 春陽 長浜市漢字Ⅱ 高井 敦史 日野町漢字Ⅰ

高井 敦史 日野町漢字Ⅱ佳作賞 高木 美幸 大津市漢字Ⅱ

高見 五星 大津市近代詩 立崎 泰子 大津市漢字Ⅱ

谷 左代 湖南市漢字Ⅱ 千野 清香 大津市漢字Ⅱ

塚本 玲玲 大津市漢字Ⅱ 辻 彩香 長浜市漢字Ⅱ

辻澤 妙子 竜王町漢字Ⅱ 辻本 菖景 野洲市近代詩

寺田 螢泉 守山市漢字Ⅱ 冨元 圭湖 大津市漢字Ⅰ

豊田 美香 栗東市漢字Ⅱ 直江 梨華 大津市漢字Ⅱ

中澤 恵子 湖南市漢字Ⅱ 長渡 陽子 湖南市漢字Ⅱ

中西 芳雲 大津市漢字Ⅰ 中西 亮子 大津市漢字Ⅱ

中村 明美 栗東市漢字Ⅱ 中村 作雄 栗東市刻　字

成瀬 典世 栗東市漢字Ⅱ 西浦 弥湖 大津市漢字Ⅰ

西川 喜春 草津市漢字Ⅱ 西川 麗華 長浜市漢字Ⅱ

西川 芦雪 長浜市漢字Ⅱ 西澤 爽花 東近江市漢字Ⅰ

西田 幸子 栗東市漢字Ⅱ 西原 正子 湖南市漢字Ⅱ

西本 聖子 大津市漢字Ⅱ 野瀬 晴風 大津市漢字Ⅱ

蓮實 杏子 草津市漢字Ⅰ 長谷川 壽仙 草津市漢字Ⅱ

林 京子 甲賀市漢字Ⅱ 彦素 貴湖 近江八幡市漢字Ⅰ

兵頭 華雨 長浜市漢字Ⅱ 平井 和世 大津市漢字Ⅱ
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滋賀県 （会友公募・公募）
平山 江月 大津市漢字Ⅱ 福島 喜美恵 近江八幡市漢字Ⅱ

藤川 紫乃 大津市漢字Ⅰ 藤河 ます美 甲賀市漢字Ⅱ

藤田 恭敏 大津市大　字 藤永 杏峰 草津市漢字Ⅱ

藤本 萩楓 大津市漢字Ⅰ 藤原 暉香 大津市漢字Ⅱ

保木 美知 高島市漢字Ⅱ秀作賞 洞 翔香 長浜市漢字Ⅰ

堀内 千代美 甲賀市漢字Ⅱ 前川 太良 長浜市漢字Ⅱ

松岡 和子 甲賀市漢字Ⅱ 松林 睦美 草津市漢字Ⅱ

松本 操園 大津市漢字Ⅱ 馬船 直美 草津市漢字Ⅱ

満重 久栄 湖南市漢字Ⅱ佳作賞 宮川 山翠 長浜市漢字Ⅱ

宮島 恵子 湖南市漢字Ⅱ 宮西 年子 湖南市漢字Ⅱ

三輪 隆子 大津市漢字Ⅱ 棟方 佐織 高島市漢字Ⅱ

村上 美泉 湖南市漢字Ⅱ 茂原 莉愛 大津市漢字Ⅰ

森 玉泉 長浜市漢字Ⅱ 森田 真喜子 草津市漢字Ⅱ

森本 美柳 大津市漢字Ⅰ 諸麥 貴子 大津市漢字Ⅱ

矢野 由純 大津市漢字Ⅰ 山田 竹峰 栗東市漢字Ⅱ

山中 雪華 大津市漢字Ⅱ 山本 渓翠 東近江市漢字Ⅱ

山本 堅山 湖南市漢字Ⅱ 横田 ち津子 長浜市漢字Ⅱ

横山 幸子 守山市漢字Ⅱ 吉村 清泉 守山市漢字Ⅱ

吉村 理江 近江八幡市漢字Ⅱ 六反田 清華 栗東市漢字Ⅰ
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滋賀県 （Ｕ23）
猪飼 日和 栗東市漢字Ⅱ 今庄 加奈 長浜市漢字Ⅱ

岡田 知歩 彦根市漢字Ⅱ 田中 歩 湖南市漢字Ⅱ

田中 萌彩 草津市近代詩
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