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青山 高陽 稲沢市漢字Ⅰ 赤羽 霜川 蟹江町漢字Ⅰ

秋田 松旭 尾張旭市近代詩 秋山 絢美 名古屋市漢字Ⅱ

朝井 美佐子 瀬戸市漢字Ⅱ 浅野 玉翔 常滑市刻　字

浅野 恵華 名古屋市漢字Ⅱ 浅野 春城 豊田市近代詩

浅野 容華 名古屋市漢字Ⅱ 厚地 和陽 豊川市かなⅠ

阿部 秀蘭 豊田市漢字Ⅱ 阿部 大嵓 岡崎市刻　字

天野 華香 蟹江町漢字Ⅱ 新井 葉川 名古屋市漢字Ⅱ

荒川 清香 名古屋市近代詩 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 子正 豊田市刻　字

安藤 春翠 春日井市漢字Ⅱ 安藤 眺葉 名古屋市漢字Ⅰ

安藤 知子 名古屋市近代詩 安藤 白翠 豊山町近代詩

飯田 寿泉 蟹江町漢字Ⅱ 生田 晋一 蒲郡市漢字Ⅱ

生田 浪華 刈谷市漢字Ⅰ 池上 創 名古屋市近代詩

池野 登世 豊田市大　字 井古 早苗 春日井市漢字Ⅱ

石井 嬌紅 名古屋市漢字Ⅱ 石川 一水 豊田市刻　字

石川 玉山 豊田市刻　字 石川 紫陽 豊田市刻　字毎日賞

石川 幸仁 知多市漢字Ⅱ 石黒 煌花 春日井市近代詩

石黒 友佳理 名古屋市近代詩 石田 雅子 豊川市漢字Ⅰ

石塚 美根子 豊田市漢字Ⅱ 石本 正治 名古屋市近代詩

和泉 青霞 春日井市近代詩 泉 好子 西尾市漢字Ⅱ

磯谷 山囿 岡崎市刻　字秀作賞 板倉 里美 豊田市大　字

市川 浩櫻 名古屋市漢字Ⅱ 市川 浩櫻 名古屋市篆　刻

市川 浩櫻 名古屋市大　字 伊藤 薫 名古屋市近代詩

伊藤 江風 蟹江町漢字Ⅰ 伊藤 節子 名古屋市かなⅡ

伊藤 節子 豊川市近代詩 伊藤 たつゑ 豊橋市近代詩

伊藤 久子 一宮市近代詩 伊藤 雛子 稲沢市近代詩

伊藤 平雄 武豊町刻　字佳作賞 伊藤 芳桜 半田市漢字Ⅰ

伊藤 正治 名古屋市近代詩 伊藤 美文 春日井市近代詩

伊藤 由美 半田市漢字Ⅰ 伊藤 義之 名古屋市漢字Ⅱ

伊奈 美峰 豊川市漢字Ⅱ 稲石 美峰 蒲郡市漢字Ⅱ

稲葉 理恵 名古屋市漢字Ⅱ 稲橋 美和子 豊橋市漢字Ⅱ

犬塚 八重 豊橋市近代詩 井上 和弓 瀬戸市漢字Ⅱ

茨木 小禽 豊田市刻　字 今井 春陽 東郷町近代詩

今枝 扇華 名古屋市漢字Ⅱ 今枝 蒼志 名古屋市漢字Ⅱ

今橋 久子 豊橋市近代詩 今橋 由利 豊橋市近代詩

今橋 由利 豊橋市漢字Ⅱ 岩城 みつ代 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

上田 信 瀬戸市近代詩 上田 千帆 名古屋市漢字Ⅱ

鵜飼 冠山 春日井市漢字Ⅱ 牛塲 智美 尾張旭市近代詩

牛山 洋子 日進市かなⅡ 臼井 桃園 名古屋市漢字Ⅱ

釆女 紅楓 名古屋市近代詩 梅村 鉄明 名古屋市漢字Ⅱ

江口 三明 知多市刻　字 遠藤 紫香 名古屋市漢字Ⅱ

大口 桂舟 北名古屋市漢字Ⅱ佳作賞 大河内 君江 名古屋市漢字Ⅱ

大河内 陽花 蟹江町漢字Ⅰ 大澤 祐香 名古屋市近代詩

大島 健太郎 名古屋市近代詩 大城 紫萠 名古屋市漢字Ⅰ

太田 閣翠 豊田市刻　字 太田 紫玉 名古屋市漢字Ⅱ

太田 祥風 岡崎市漢字Ⅰ佳作賞 太田 兎皎 西尾市近代詩

大谷 和子 名古屋市近代詩 大塚 裕子 尾張旭市近代詩秀作賞

大橋 鳳翠 名古屋市漢字Ⅱ 大橋 幽径 春日井市漢字Ⅱ

岡 俊子 尾張旭市近代詩 岡田 実稚子 名古屋市近代詩

岡村 好美 豊明市漢字Ⅱ 岡本 清子 刈谷市漢字Ⅱ

岡本 裕鼎 名古屋市近代詩 小川 華舟 春日井市大　字

小川 加奈子 刈谷市大　字 小川 末由美 豊田市刻　字
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奥田 薫苑 岩倉市漢字Ⅱ 奥村 郁子 豊田市大　字

奥村 順子 豊橋市近代詩 奥村 峰子 豊橋市近代詩

尾崎 虹葉 名古屋市近代詩 小塩 裕美子 名古屋市近代詩

織田 薫桜 名古屋市漢字Ⅱ 小田 光風 名古屋市近代詩

小野 昭憲 瀬戸市近代詩 面田 淑子 名古屋市漢字Ⅱ

加古 松泉 大府市近代詩 梶田 汀雨 春日井市近代詩

春日 恵扇 名古屋市大　字 片岡 木蘭 半田市漢字Ⅰ

片岡 蘭泉 半田市漢字Ⅱ 片山 寿川 豊田市刻　字

可知 秀穂 蟹江町漢字Ⅰ 加藤 亜紀代 瀬戸市漢字Ⅱ

加藤 敦美 春日井市近代詩 加藤 佐代子 小牧市漢字Ⅱ

加藤 紫扇 豊田市漢字Ⅱ 加藤 舟川 名古屋市かなⅠ

加藤 淀扇 安城市大　字 加藤 蒼琅 瀬戸市漢字Ⅱ

加藤 千秋 豊明市漢字Ⅱ 加藤 凡空 岡崎市漢字Ⅱ

加藤 昌司 春日井市近代詩 加藤 美千代 豊田市漢字Ⅰ

金森 康子 大治町漢字Ⅱ 上中 千尋 岡崎市近代詩

神村 啓江 春日井市漢字Ⅱ佳作賞 神谷 紅蘭 東浦町漢字Ⅰ

禿 明子 瀬戸市近代詩 亀井 陽 尾張旭市近代詩

茅壁 松雪 豊田市漢字Ⅰ 河合 翠泉 豊川市漢字Ⅱ

河合 蘭香 名古屋市大　字 河内 裕泉 春日井市近代詩

川岸 菜華 名古屋市漢字Ⅱ 川口 紫泉 稲沢市近代詩

川口 夕蓉 みよし市刻　字 川口 佑美 名古屋市漢字Ⅱ毎日賞

河路 奈生子 春日井市近代詩 川島 美翠 名古屋市漢字Ⅱ

川澄 良子 尾張旭市近代詩 川田 敏美 名古屋市近代詩

川那 芳恵 名古屋市漢字Ⅱ 川西 悠華 名古屋市近代詩

河本 真寛 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞 河本 真寛 名古屋市近代詩

岸 美扇 稲沢市漢字Ⅱ 木田 岬 春日井市近代詩

北谷 香紗 春日井市漢字Ⅱ 北野 春艸 名古屋市近代詩

北村 まり子 豊明市漢字Ⅱ 北村 義弘 豊田市大　字秀作賞

木村 艸游 名古屋市漢字Ⅱ 日下部 みゆき 西尾市漢字Ⅱ佳作賞

久世 たか子 豊川市近代詩 久保内 みゆき 豊田市かなⅡ

熊谷 富二代 清須市近代詩 熊澤 青流 名古屋市近代詩佳作賞

熊谷 渉 春日井市近代詩 倉田 貢 名古屋市刻　字

栗山 墨水 豊田市刻　字 黒栁 真実 岡崎市漢字Ⅱ

高坂 綾美 津島市かなⅡ 香田 玉葉 豊川市漢字Ⅰ

甲谷 千樹 名古屋市近代詩 河野 京子 名古屋市近代詩

国分 敦子 名古屋市かなⅠ 小久保 華光 刈谷市漢字Ⅰ

小笹 准子 名古屋市近代詩 越川 菁峰 名古屋市かなⅡ

小島 洸鈴 東海市漢字Ⅰ 小島 湖山 名古屋市近代詩

小島 徹 名古屋市近代詩 小島 廣子 名古屋市近代詩

小塚 祥貞 名古屋市近代詩 後藤 紅麻 名古屋市漢字Ⅱ

小林 青華 名古屋市近代詩 小林 勇輝 名古屋市近代詩毎日賞

小林 由美 名古屋市近代詩 小松 柏翠 春日井市大　字

小松 弘明 名古屋市篆　刻 古家野 弥生 東浦町近代詩

近藤 瑶華 名古屋市近代詩毎日賞 齋藤 敏美 豊川市漢字Ⅱ

齋藤 悠城 日進市漢字Ⅰ 酒井 琴泉 名古屋市近代詩

酒井 香陽 岩倉市漢字Ⅱ 酒井 里風 豊田市漢字Ⅰ

榊原 紫香 半田市漢字Ⅰ 櫻井 春香 豊田市近代詩

櫻井 三千枝 名古屋市近代詩 佐々木 正義 長久手市漢字Ⅰ

佐竹 得道 名古屋市漢字Ⅱ 佐藤 朱美 春日井市近代詩

佐藤 晨麗 名古屋市近代詩 佐藤 晨麗 名古屋市漢字Ⅱ

佐藤 橙葉 名古屋市漢字Ⅱ 佐藤 冨泉 尾張旭市近代詩

佐藤 与祢 名古屋市近代詩 佐野 桃泉 豊田市近代詩

佐橋 秀影 名古屋市漢字Ⅰ 澤木 雅人 名古屋市近代詩
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三田 直毅 名古屋市漢字Ⅱ 三田 燿萌 名古屋市近代詩

三田 燿萌 名古屋市漢字Ⅱ 式守 白萩 津島市漢字Ⅱ

篠原 久美子 東海市近代詩 篠原 京華 刈谷市かなⅡ

柴田 厚実 名古屋市近代詩 柴田 華逕 岡崎市漢字Ⅱ

柴田 香穂 名古屋市漢字Ⅱ 清水 裕貴 名古屋市大　字

志村 峯遠 小牧市近代詩 下村 佳風 名古屋市漢字Ⅱ

下村 佳風 名古屋市近代詩佳作賞 下山 圭子 名古屋市近代詩

庄司 陽子 名古屋市漢字Ⅱ 庄野 照香 尾張旭市漢字Ⅰ

正野 力 豊橋市大　字 白石 智舟 名古屋市大　字佳作賞

末継 梗艸 豊田市刻　字 杉本 扇鈴 知立市漢字Ⅱ秀作賞

鈴木 いずみ 豊橋市近代詩佳作賞 鈴木 雅風 名古屋市近代詩

鈴木 香葉 西尾市漢字Ⅰ毎日賞 鈴木 五山 豊田市刻　字

鈴木 祥山 西尾市漢字Ⅰ 鈴木 千晴 豊田市漢字Ⅱ

鈴木 美峰 半田市近代詩 鈴木 宗徳 春日井市近代詩

鈴木 理紗 名古屋市近代詩 須田 白城 半田市漢字Ⅱ

砂坂 恵美 名古屋市漢字Ⅱ 角谷 俊人 碧南市大　字

角谷 弘子 碧南市漢字Ⅱ 関村 吟香 春日井市近代詩

祖父江 秀鳳 愛西市近代詩 祖父江 秀鳳 愛西市漢字Ⅱ

高井 由美 名古屋市近代詩 高木 雪華 豊田市刻　字

高木 佳蓮 名古屋市漢字Ⅰ 高木 春華 豊田市刻　字

高木 つや子 名古屋市かなⅡ 高瀬 青蓮 名古屋市漢字Ⅰ

高橋 花柊 豊田市漢字Ⅱ 高橋 紅苑 岡崎市漢字Ⅱ

高橋 翠苑 豊川市漢字Ⅱ 高橋 白羊 半田市漢字Ⅱ

高橋 裕三子 半田市漢字Ⅱ 高橋 柳瑛 安城市漢字Ⅰ

高橋 麗水 岩倉市漢字Ⅱ 高間 谿風 名古屋市漢字Ⅱ

高松 紫石 日進市漢字Ⅱ 武内 丹青 豊田市刻　字

竹内 南里 阿久比町漢字Ⅱ 武内 白堤 春日井市刻　字

竹田 千代 知立市漢字Ⅰ 武野 桂華 豊橋市漢字Ⅱ

田島 美麗 一宮市近代詩 田島 美麗 一宮市大　字

田島 佳子 名古屋市近代詩 城 伸子 津島市かなⅡ

巽 麗都 清須市漢字Ⅰ 立石 玉枝 名古屋市かなⅠ

田所 悦子 一宮市かなⅡ 田中 薫水 名古屋市大　字

田中 幸香 尾張旭市近代詩 田中 詩織 常滑市近代詩

田中 菜摘 常滑市近代詩 田中 美知子 豊橋市近代詩

田中 由紀 西尾市大　字 田中 祐美子 名古屋市近代詩

谷口 琇苑 日進市漢字Ⅰ毎日賞 千葉 閣桃 豊田市刻　字

築山 美香 安城市大　字 築山 美香 安城市漢字Ⅱ

柘植 奈美季 名古屋市漢字Ⅱ 津坂 昇一 名古屋市漢字Ⅱ

逵 美峰 名古屋市漢字Ⅱ 辻 由雪 名古屋市近代詩

對馬 紫邑 犬山市近代詩 土屋 春聲 名古屋市近代詩佳作賞

土屋 貞峰 名古屋市近代詩 都築 心扇 安城市漢字Ⅱ

津野 春英 名古屋市近代詩 坪井 草風 蟹江町漢字Ⅰ

坪井 多希子 名古屋市漢字Ⅱ 津屋 多美子 一宮市漢字Ⅰ

寺井 多嘉子 名古屋市近代詩 寺田 閣童 豊田市刻　字

寺西 恒流 名古屋市近代詩 土井 桂子 豊明市近代詩

土井 秀栖 名古屋市近代詩 土井 秀栖 名古屋市漢字Ⅱ

道瀬 紅雲 名古屋市漢字Ⅱ 栂野 春美 名古屋市近代詩

徳山 直美 名古屋市近代詩 戸田 奈津子 東浦町漢字Ⅱ

栃木 静光 名古屋市近代詩 杤久保 律子 瀬戸市近代詩

内藤 陽翠 西尾市漢字Ⅰ 仲 彩華 名古屋市近代詩

永江 佳子 西尾市大　字 中川 勢以子 名古屋市近代詩

永草 久美子 春日井市近代詩 中島 英翠 名古屋市漢字Ⅱ

中島 千草 半田市漢字Ⅰ 長瀬 竜清 名古屋市近代詩
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長縄 祐子 瀬戸市漢字Ⅱ 中根 蒼岑 豊田市刻　字佳作賞

中野 華邱 刈谷市刻　字秀作賞 中野 滋 名古屋市近代詩

中野 神泉 美浜町近代詩 中野 寿美 美浜町近代詩

中村 鏡子 名古屋市かなⅡ 中村 翠月 西尾市漢字Ⅰ

永谷 朋城 名古屋市漢字Ⅱ 夏目 春園 名古屋市漢字Ⅰ

成田 早耶香 東浦町大　字 成田 長男 名古屋市近代詩

新津 海陽 名古屋市大　字 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

西村 克美 名古屋市近代詩 丹羽 やす子 名古屋市漢字Ⅱ

丹羽 やす子 名古屋市近代詩 二和田 通代 豊橋市近代詩

野口 亜弥 春日井市近代詩 野田 啓華 岡崎市漢字Ⅰ

野田 尚美 蒲郡市近代詩 野々下 由香 名古屋市近代詩

野村 華春 瀬戸市近代詩 萩原 由希子 春日井市近代詩

橋爪 淳歩 名古屋市漢字Ⅱ 羽柴 苔谷 春日井市漢字Ⅱ

長谷川 積翠 春日井市漢字Ⅱ 長谷川 結 名古屋市漢字Ⅱ

長谷川 結 名古屋市近代詩 長谷川 由記子 春日井市近代詩

波多野 朱芳 小牧市近代詩 蜂須賀 穂洋 瀬戸市近代詩

服部 玉葉 名古屋市漢字Ⅱ 服部 光峰 春日井市漢字Ⅱ

花田 佳子 犬山市近代詩 花山 幽翠 名古屋市漢字Ⅱ

馬場 青邨 名古屋市近代詩 濵田 寛子 名古屋市かなⅡ

林 久美子 名古屋市近代詩 林 恵子 津島市かなⅡ

林 松宮 日進市漢字Ⅰ 林 尚志 名古屋市漢字Ⅱ

林 玲華 日進市漢字Ⅱ 原 彩霞 長久手市近代詩

原川 登茂子 名古屋市漢字Ⅱ 原田 知津子 美浜町近代詩

坂 里美 瀬戸市漢字Ⅱ佳作賞 日置 蒼美 名古屋市近代詩

東 由貴 長久手市刻　字 東村 照月 豊田市漢字Ⅰ

樋口 薫仙 岩倉市近代詩 久田 皐淵 常滑市漢字Ⅰ

久田 紫邑 碧南市漢字Ⅱ 久松 美州 常滑市近代詩

日野 光芳 春日井市近代詩 平井 華泉 刈谷市近代詩

平井 祐里子 岡崎市大　字 平岩 霞葉 春日井市近代詩

平岡 妙紅 名古屋市近代詩 平澤 節子 長久手市近代詩

平田 悦子 知立市前　衛 平田 光蘭 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞

平田 優美 名古屋市漢字Ⅱ 平野 智山 名古屋市漢字Ⅱ

平野 桃泉 名古屋市漢字Ⅱ 平林 一華 大府市漢字Ⅱ

平松 山 豊田市刻　字 福井 笙燿 名古屋市漢字Ⅱ

福川 翠 名古屋市近代詩 福島 暖子 瀬戸市漢字Ⅰ

福谷 紅華 日進市近代詩秀作賞 藤井 和彦 豊川市近代詩

藤江 香波 清須市漢字Ⅰ 藤田 芳子 蒲郡市漢字Ⅱ

伏見 頂松 豊田市刻　字 藤村 真奈 名古屋市近代詩

舟戸 佐輝子 尾張旭市近代詩 舟橋 紅月 名古屋市大　字

古居 紫愉 名古屋市漢字Ⅰ 古川 春南 あま市近代詩

古田 輝美 名古屋市近代詩 古橋 紅雅 名古屋市大　字

不破本 美楓 長久手市漢字Ⅰ 寳満 祥子 豊田市大　字

星屋 弘子 豊田市刻　字 細江 朋杏 名古屋市近代詩

堀 葵蝉 名古屋市漢字Ⅱ 堀尾 岳南 一宮市漢字Ⅰ

堀口 淑子 名古屋市かなⅡ 堀部 悠華 名古屋市近代詩佳作賞

堀脇 明代 尾張旭市近代詩 本田 裕子 安城市漢字Ⅱ

牧 湖苑 稲沢市漢字Ⅱ 増田 紅葩 春日井市漢字Ⅱ

増田 洋子 美浜町近代詩 松井 香代子 名古屋市近代詩毎日賞

松岡 蒼樹 名古屋市漢字Ⅱ秀作賞 松岡 蒼樹 名古屋市近代詩

松下 聖心 名古屋市漢字Ⅱ秀作賞 松波 友紀 稲沢市かなⅡ

松原 教雄 名古屋市近代詩 真野 桃華 名古屋市近代詩

真野 桃華 名古屋市漢字Ⅱ 三浦 巌芳 半田市漢字Ⅰ
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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 御崎 勲 長久手市近代詩

水越 鈴雪 豊田市漢字Ⅰ 水谷 勝代 名古屋市漢字Ⅰ

水野 射山 豊田市刻　字佳作賞 水野 名旺子 名古屋市漢字Ⅰ

水野 悠雲 名古屋市大　字佳作賞 三角 和美 尾張旭市近代詩

満園 美希 名古屋市漢字Ⅱ 三富 弘美 高浜市大　字

三宅 春艸 豊田市刻　字 宮沢 流泉 東浦町漢字Ⅰ

宮本 清霞 名古屋市近代詩 三輪 蘇生 名古屋市漢字Ⅱ

三輪 蘇生 名古屋市近代詩 三輪 鼎堂 名古屋市漢字Ⅱ

村井 沙扇 岡崎市漢字Ⅰ 村上 芳香 名古屋市近代詩

村上 薫仍 北名古屋市近代詩 村田 華雪 名古屋市近代詩

村田 華雪 名古屋市漢字Ⅱ 村田 美晴 常滑市刻　字

望月 緑雲 豊田市刻　字 森 絹泉 一宮市近代詩

森 尚香 名古屋市近代詩 守 静香 東海市漢字Ⅱ

森下 喜久子 豊橋市漢字Ⅱ佳作賞 森下 祐紀子 豊明市かなⅡ

矢上 扇麗 名古屋市近代詩 柳生 耕一 名古屋市漢字Ⅱ

矢島 潮香 大府市かなⅠ 安岡 明信 名古屋市近代詩

保田 翠苑 大治町漢字Ⅱ 保田 翠苑 大治町近代詩毎日賞

山岸 邦山 豊田市漢字Ⅱ秀作賞 山岸 麻里 名古屋市漢字Ⅱ

山崎 翔瑤 半田市漢字Ⅰ 山崎 汀禽 豊田市刻　字

山崎 真理 名古屋市漢字Ⅱ 山田 鶴玲 春日井市漢字Ⅱ

山田 萩恵 名古屋市漢字Ⅱ 山田 深泉 名古屋市漢字Ⅱ

山田 翠苑 春日井市近代詩 山田 直子 名古屋市かなⅡ

山村 利江子 名古屋市かなⅡ 山本 康二 春日井市大　字

山本 康二 春日井市漢字Ⅱ 山本 彩烟 津島市漢字Ⅰ

山本 雪逕 名古屋市漢字Ⅰ 山本 光子 名古屋市漢字Ⅱ

余吾 友理恵 名古屋市近代詩 横井 吟虹 春日井市近代詩

横井 葉子 豊田市漢字Ⅱ 横地 亜紀 名古屋市近代詩

吉井 葉菜子 名古屋市かなⅠ 吉兼 理樹 名古屋市大　字

吉川 祝夫 知多市漢字Ⅱ 吉田 鏡華 名古屋市近代詩

吉田 八重子 一宮市かなⅡ 吉村 達也 名古屋市漢字Ⅱ

吉村 葉子 名古屋市漢字Ⅱ 若山 麻里 尾張旭市近代詩

若山 美沙 名古屋市近代詩 和佐田 祐翠 名古屋市近代詩佳作賞

和田 三水 豊田市刻　字 渡邊 加奈子 名古屋市近代詩

渡辺 紫葵 みよし市漢字Ⅱ 渡辺 清井 豊田市刻　字

渡辺 冬岳 名古屋市近代詩
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石川 優奈 名古屋市近代詩 石黒 優香 名古屋市漢字Ⅱ

石黒 友寛 名古屋市漢字Ⅱ 石田 瞳 東海市近代詩

伊藤 悠馬 名古屋市近代詩 井上 直樹 常滑市漢字Ⅱ

永川 沙樹 刈谷市大　字 小川 真由 名古屋市漢字Ⅱ

小川 百合子 名古屋市近代詩 落合 輝 瀬戸市近代詩

落合 志帆 名古屋市漢字ⅡU23新鋭賞 落合 麻帆 名古屋市大　字

梶田 汐里 春日井市漢字Ⅱ 梶田 汐里 春日井市近代詩

勝見 海舟 瀬戸市漢字Ⅱ 加藤 亜由美 小牧市近代詩

加藤 静華 名古屋市大　字 紙元 茜華 日進市漢字Ⅱ

喜多川 夏菜 名古屋市漢字Ⅱ 窪田 真子 春日井市近代詩

栗本 真希 名古屋市近代詩 小島 いと 名古屋市大　字

酒井 彩加 東海市近代詩 作野 弘奈 名古屋市漢字Ⅱ

澤田 周作 常滑市近代詩 杉本 久美 稲沢市大　字

鈴木 沙彩 刈谷市大　字U23奨励賞 高瀬 愛加 豊田市刻　字

鷹野 未来 刈谷市大　字 滝 友佑 清須市近代詩

谷川 鵬竹 常滑市近代詩 種 京花 刈谷市漢字Ⅱ

種 京花 刈谷市大　字 田村 祐人 刈谷市漢字Ⅱ

土屋 慈人 小牧市近代詩 都筑 咲美 名古屋市近代詩

寺本 有沙 名古屋市漢字Ⅱ 外村 真衣 名古屋市漢字Ⅱ

中川 莉枝 名古屋市近代詩 中谷 愛音 瀬戸市近代詩

中谷 愛音 瀬戸市漢字Ⅱ 長野 史織 春日井市近代詩U23奨励賞

成瀬 浩暉 名古屋市近代詩 長谷川 開 名古屋市漢字Ⅱ

長谷川 隆則 東浦町近代詩 波多野 礼香 春日井市近代詩

服部 安里紗 犬山市近代詩 早川 怜花 名古屋市大　字

原田 沙季 春日井市近代詩U23新鋭賞 原野 佳子 あま市近代詩

福井 美葵 春日井市近代詩 福井 里奈 名古屋市漢字Ⅱ

福岡 由里子 名古屋市漢字ⅡU23奨励賞 福島 彩子 名古屋市漢字ⅡU23奨励賞

藤田 真理 名古屋市近代詩 藤戸 萌 名古屋市漢字Ⅱ

藤原 慧梨那 名古屋市漢字Ⅱ 古川 智貴 名古屋市近代詩U23新鋭賞

堀部 華舟 名古屋市近代詩 松原 瑞穂 名古屋市近代詩

三枝 愛実 春日井市近代詩 水野 遥香 名古屋市近代詩

村松 慎梧 名古屋市漢字Ⅰ 村松 慎梧 名古屋市近代詩

矢藤 巧真 西尾市大　字 矢藤 千尋 西尾市大　字

弥藤 梨華 豊田市漢字Ⅱ 山口 舞子 名古屋市近代詩

山田 彩加 名古屋市漢字Ⅱ 米原 勇太 春日井市近代詩

若杉 怜華 尾張旭市大　字 若杉 怜華 尾張旭市近代詩
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