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天野 和子 松江市漢字Ⅱ 天野 和子 松江市大　字

有間 裕子 大田市大　字 飯田 徹 大田市大　字

廬原 美鈴 出雲市前　衛 石田 千弓 奥出雲町近代詩

石田 千代 大田市漢字Ⅱ 板本 隼輔 浜田市前　衛

伊藤 慶子 松江市近代詩 稲垣 慧 浜田市前　衛

井上 洋美 大田市大　字 岩見 智子 松江市漢字Ⅱ

上田 寿 隠岐の島町近代詩 宇垣 幸恵 浜田市前　衛

内田 松寿 松江市近代詩 大久保 祥子 益田市前　衛

大本 順子 松江市近代詩 大森 節 益田市大　字

岡田 恵子 浜田市前　衛 小川 文恵 浜田市前　衛

沖田 史子 浜田市前　衛 尾添 至悦 松江市近代詩

小田 厚美 益田市漢字Ⅱ 小田 幸代 松江市近代詩

恩田 洋一 松江市近代詩 楫 晃世 大田市近代詩

加藤 昭翠 松江市近代詩 嘉本 美恵子 出雲市漢字Ⅱ

嘉本 美恵子 出雲市大　字 川方 まゆみ 浜田市前　衛

川上 真理子 益田市漢字Ⅱ 川崎 沙織 益田市漢字Ⅱ

河瀬 明 出雲市漢字Ⅱ 河瀬 真実 出雲市大　字

河村 恭子 浜田市漢字Ⅱ 木佐 真由美 出雲市漢字Ⅱ

吉川 南城 松江市近代詩 喜代吉 鏡子 浜田市前　衛佳作賞

久保田 和代 松江市近代詩 郷田 宗汐 浜田市近代詩

小林 美恵 浜田市前　衛 小原 かおり 大田市大　字

齊田 琇花 松江市近代詩 齊田 子蘭 松江市近代詩

齊田 鉄平 松江市近代詩 齋藤 まさみ 吉賀町前　衛

佐々木 弘子 浜田市前　衛 佐々葉 睦子 江津市漢字Ⅱ

佐々葉 睦子 江津市前　衛 山藤 治枝 浜田市漢字Ⅱ

清水 協子 松江市近代詩 清水 春美 松江市大　字

末森 水苑 奥出雲町近代詩 杉原 之栄 松江市漢字Ⅱ

曽田 行雲 松江市漢字Ⅱ 曽根 清枝 浜田市前　衛

高橋 君代 浜田市前　衛 高濱 久虹 松江市近代詩

高松 秀華 江津市前　衛 高見 山光 江津市前　衛

竹元 裕美子 浜田市前　衛 立石 直子 松江市近代詩

田中 藤子 浜田市漢字Ⅱ 田中 芳佳 益田市前　衛

谷本 法子 浜田市前　衛 玉野 奈々子 益田市大　字

都野守 和美 益田市前　衛 斗光 麻夕子 浜田市前　衛

豊田 雲石 江津市前　衛 永井 幽華 松江市近代詩

中島 久美子 益田市前　衛 中田 貞代 浜田市漢字Ⅱ

中谷 聡恵 浜田市前　衛 長野 芳秀 松江市近代詩

柳楽 以佐子 松江市近代詩 難波 なおみ 出雲市漢字Ⅱ佳作賞

西川 草園 松江市近代詩秀作賞 西川 俊夫 浜田市漢字Ⅱ

錦織 光子 出雲市漢字Ⅱ 野津 哲 松江市漢字Ⅱ

野津 菜留美 益田市前　衛 長谷川 華風 出雲市漢字Ⅱ

秦 鶴芳 松江市漢字Ⅱ 浜野 光美 浜田市漢字Ⅱ

浜村 綾子 松江市近代詩 樋野 富美子 出雲市大　字

福井 暢子 江津市前　衛 細田 小楓 松江市近代詩

本田 隆志 出雲市大　字 本間 白蕗 松江市近代詩

松浦 澄華 出雲市大　字 松浦 澄華 出雲市漢字Ⅱ秀作賞

松本 圭仙 松江市近代詩 松本 里彩 松江市近代詩

水野 淸槇 松江市近代詩 三谷 雄喜 大田市大　字

道下 佐和子 浜田市前　衛 三井 みち代 益田市大　字

宮下 勢津子 浜田市漢字Ⅱ 村上 香 松江市前　衛

森山 明日華 益田市前　衛 山崎 銀川 大田市漢字Ⅱ

山崎 扶美枝 益田市漢字Ⅱ佳作賞 山根 汀玉 松江市近代詩

横川 静江 松江市近代詩 吉野 桜郷 松江市近代詩
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米山 克正 出雲市大　字 若月 響子 松江市漢字Ⅱ

和田 京子 大田市大　字 和田 好恵 江津市前　衛

渡辺 和夫 出雲市前　衛 渡辺 玄海 松江市漢字Ⅱ

渡辺 俊子 浜田市漢字Ⅱ

2/2 ページ


