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青木 由美子 高槻市かなⅡ 青木 梨風 大阪市近代詩

縣 尚平 熊取町漢字Ⅱ 赤堀 恵美 大阪市前　衛

秋野 秀山 枚方市かなⅡ 浅井 加代子 高槻市かなⅡ

浅倉 玉舟 豊中市漢字Ⅱ 朝山 吹香 吹田市大　字

芦田 幸雪 吹田市漢字Ⅰ 東 金筝 池田市漢字Ⅱ

東 蒼龍 枚方市漢字Ⅱ 畔上 蕗翠 枚方市漢字Ⅱ

安達 寛遊 河内長野市漢字Ⅰ 安達 良子 岸和田市近代詩

甘佐 蘭芳 泉大津市近代詩 有川 翆雲 箕面市漢字Ⅱ秀作賞

粟野 輝泉 堺市漢字Ⅱ秀作賞 安楽 翠香 寝屋川市近代詩

井池 政則 茨木市近代詩 生田 孝子 堺市漢字Ⅱ

生田 智舟 大阪市かなⅡ 池 寛 茨木市刻　字佳作賞

池崎 景春 堺市漢字Ⅱ佳作賞 池田 香里 大阪市漢字Ⅰ

池田 圭煌 枚方市漢字Ⅱ 池田 珠蘭 豊中市漢字Ⅱ

井後 里峰 大東市漢字Ⅰ 石垣 一恵 大阪市大　字

石川 美泉 高槻市近代詩 石川 遥波 八尾市漢字Ⅱ

石崎 孔悠 堺市漢字Ⅱ 石津 汀花 大阪市近代詩

石田 明子 堺市漢字Ⅱ 石田 香扇 寝屋川市漢字Ⅰ秀作賞

石田 智子 大阪市近代詩 石塚 春玲 大東市近代詩秀作賞

石橋 恵玉 東大阪市漢字Ⅱ 石丸 恵風 東大阪市漢字Ⅱ

石本 彩心 東大阪市漢字Ⅱ 伊勢本 志峰 枚方市近代詩

礒島 君子 池田市漢字Ⅱ 井田 光苑 大阪市漢字Ⅰ秀作賞

井田 由美子 交野市近代詩 板倉 虹青 高槻市漢字Ⅱ秀作賞

板倉 虹青 高槻市漢字Ⅰ 板橋 千鶴 大阪市近代詩

市川 将義 大阪市大　字 市原 涼風 阪南市漢字Ⅱ

市原 涼風 阪南市大　字 一森 映泉 大阪市漢字Ⅰ

伊藤 紫水 豊中市漢字Ⅱ 伊藤 青桂 吹田市漢字Ⅱ

伊藤 青桂 吹田市近代詩 伊藤 白峰 高槻市近代詩

伊藤 碧舟 堺市近代詩 伊藤 友紀 堺市大　字

乾 素雪 寝屋川市大　字 乾 素雪 寝屋川市漢字Ⅱ秀作賞

井上 敦子 箕面市漢字Ⅱ 井上 紫芳 大阪市漢字Ⅰ

井上 照順 大阪市かなⅡ 井上 深愁 大阪市漢字Ⅱ

井上 綜也 大阪狭山市漢字Ⅰ 井上 玲華 大阪市かなⅡ

猪股 杏秋 高槻市漢字Ⅱ 猪股 杏秋 高槻市かなⅠ佳作賞

今井 香蘭 枚方市漢字Ⅰ 今井 香蘭 枚方市大　字

今中 径華 箕面市大　字佳作賞 岩井 悠雪 大東市大　字

岩切 松葉 豊中市かなⅡ 岩崎 愛泉 箕面市近代詩

岩崎 愛泉 箕面市漢字Ⅱ 岩崎 香起 豊中市漢字Ⅱ

岩田 美雪 寝屋川市漢字Ⅰ 岩田 美雪 寝屋川市近代詩

岩田 美弥 高石市漢字Ⅱ 岩名 真梨子 大阪市かなⅡ

岩本 正信 羽曳野市近代詩 岩脇 出帆 茨木市漢字Ⅰ

印藤 弘子 箕面市大　字 植田 寛 豊中市刻　字

上田 琴秀 大阪市漢字Ⅰ 植田 瑞松 岸和田市漢字Ⅱ

上田 明鏡 茨木市近代詩 上野山 久美子 岸和田市漢字Ⅱ

上平 桃凜 大阪市大　字 上村 春園 交野市漢字Ⅱ

植村 春霞 門真市近代詩 控井 美隆 大阪市漢字Ⅰ

梅山 心美 大阪市近代詩 浦 優人 大阪市漢字Ⅱ

浦口 海空 大阪市かなⅡ 浦口 海空 大阪市漢字Ⅰ

浦田 貴行 東大阪市近代詩 江藤 仍香 松原市漢字Ⅰ

煙石 草風 大阪市漢字Ⅱ 遠藤 充 大阪市漢字Ⅱ

大北 翠宏 大阪市大　字 大倉 安玉 枚方市近代詩

大沢 淡水 大阪市漢字Ⅰ 大鹿 庭華 豊中市漢字Ⅰ

大島 瓶泉 和泉市漢字Ⅱ 太田 揺風 守口市漢字Ⅰ

大谷 麗芳 寝屋川市大　字佳作賞 大谷 麗芳 寝屋川市漢字Ⅰ
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大出 博功 羽曳野市漢字Ⅰ 大仲 雅舟 堺市大　字

大西 桂仙 茨木市漢字Ⅱ 大西 香蘭 堺市近代詩佳作賞

大西 遊世 大阪市漢字Ⅰ 大橋 香華 八尾市近代詩

大橋 聖粋 豊中市刻　字 大橋 玲風 八尾市近代詩

大橋 玲風 八尾市大　字 大南 揚花 阪南市漢字Ⅱ

大村 玉扇 大阪市かなⅡ 大宅 晴美 箕面市近代詩

大宅 晴美 箕面市漢字Ⅱ 岡 映里 豊中市漢字Ⅰ

岡島 碧水 大阪市漢字Ⅰ 岡田 麗月 藤井寺市かなⅠ

岡田 麗月 藤井寺市漢字Ⅱ 小縣 翠風 豊中市近代詩

岡野 桃香 東大阪市大　字 岡野 桃香 東大阪市かなⅠ

岡野 桃香 東大阪市漢字Ⅱ佳作賞 岡橋 静舟 大阪市近代詩

岡本 秀峰 高槻市大　字 岡本 秀峰 高槻市漢字Ⅰ

岡本 純子 大阪市大　字 岡本 通子 大阪市漢字Ⅰ

岳山 利浩 高槻市漢字Ⅱ 奥 悦美 大阪市漢字Ⅱ

奥井 紅桃 豊中市漢字Ⅰ 奥田 佳蘭 大阪市漢字Ⅱ

奥村 珠枝 豊中市漢字Ⅱ 奥山 彩翠 堺市近代詩

尾崎 淑夙 和泉市近代詩 尾崎 淑夙 和泉市漢字Ⅱ

尾崎 大美 大阪市漢字Ⅱ 小田 神 豊中市大　字

小名 昌仙 大阪市近代詩 笠井 翠風 大阪市大　字

梶 槙起 寝屋川市漢字Ⅱ 樫野 阿農 大東市漢字Ⅱ

樫野 阿農 大東市大　字 鹿島 月草 摂津市漢字Ⅰ佳作賞

柏原 瑞風 大阪市刻　字 梶原 一美 堺市近代詩

加瀬 汀扇 東大阪市漢字Ⅱ 加瀬 汀扇 東大阪市大　字

加瀬 汀扇 東大阪市近代詩秀作賞 加瀬 汀扇 東大阪市かなⅡ

片岡 耕妙 茨木市漢字Ⅰ 片庭 翠葉 大阪市漢字Ⅰ

香月 華舟 寝屋川市漢字Ⅰ 勝間 西峰 大阪市漢字Ⅱ

加藤 竹香 大阪市かなⅡ 加藤 流光 吹田市漢字Ⅰ佳作賞

角田 颯香 泉南市近代詩 金谷 吟峰 大阪市近代詩

金谷 吟峰 大阪市漢字Ⅰ 金子 青蓮 大阪狭山市漢字Ⅱ

金子 青蓮 大阪狭山市大　字 金子 尚子 箕面市大　字

鎌野 清蘭 大阪市漢字Ⅱ 上西 康晧 大阪市刻　字

川上 粋舟 堺市かなⅡ 川口 彩耿 高槻市近代詩

川口 絮風 高槻市前　衛 川口 白舟 吹田市大　字

川口 白舟 吹田市漢字Ⅱ 川崎 荷舟 大阪市近代詩

川崎 ひとみ 大阪市近代詩 川島 昌州 茨木市漢字Ⅱ佳作賞

河田 博美 大阪市近代詩 河端 宏子 高槻市かなⅡ

川原 紀苑 河内長野市漢字Ⅰ 河原 牧仁 大阪市漢字Ⅱ

川村 龍岳 枚方市漢字Ⅰ 瓦谷 恵美 豊中市刻　字

寒野 玲華 大阪市大　字佳作賞 木内 恵秀 吹田市漢字Ⅰ

木内 恵秀 吹田市かなⅠ 木口 真由美 豊能町漢字Ⅱ

木崎 眞理 東大阪市漢字Ⅱ 岸 次夫 高槻市漢字Ⅱ

岸田 光明 大阪市漢字Ⅰ 岸野 豊玉 泉大津市近代詩

岸本 玉壽 枚方市近代詩 岸本 苞笙 池田市大　字

北川 花篠 熊取町近代詩 北川 珠世 箕面市かなⅡ

北口 松星 堺市大　字 北口 白桐 枚方市漢字Ⅱ

北田 昌吾 豊能町漢字Ⅰ 北之防 詩子 豊中市漢字Ⅱ

北浜 翠浦 吹田市漢字Ⅰ 北村 白 寝屋川市漢字Ⅰ

北村 美舟 高槻市漢字Ⅱ 北山 紗蓮 大阪市近代詩秀作賞

北山 紗蓮 大阪市漢字Ⅱ 北山 竹景 藤井寺市近代詩

衣笠 恵琴 豊能町漢字Ⅰ 木下 蕙心 枚方市漢字Ⅱ

木下 美沙 大阪市近代詩 木下 美沙 大阪市漢字Ⅰ

木下 美沙 大阪市漢字Ⅱ 木村 敦子 大阪市近代詩

木村 雅宴 摂津市漢字Ⅰ 木村 翠嵐 大東市漢字Ⅱ
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木村 翠嵐 大東市かなⅡ 木村 豊清 東大阪市近代詩

木村 満雪 大東市大　字 楠原 青嵐 大阪市近代詩

楠原 青嵐 大阪市漢字Ⅰ毎日賞 工藤 桂花 東大阪市かなⅠ

工藤 由扇 豊中市漢字Ⅰ 久保 涼舟 枚方市かなⅡ

久米 美南子 大阪市漢字Ⅰ 栗本 良誠 池田市漢字Ⅱ

栗山 光子 箕面市漢字Ⅱ 黒田 香奈 吹田市漢字Ⅱ

黒田 香奈 吹田市近代詩 黒田 梨谷 摂津市大　字

桑内 愛華 高槻市かなⅡ 桑内 彩園 高槻市漢字Ⅱ

小石 江翠 大阪市かなⅡ 神前 多喜子 貝塚市大　字

糀谷 玉楓 大東市漢字Ⅰ 河内山 耕尚 箕面市漢字Ⅰ

小倉 沙織 茨木市近代詩 小坂 彩逕 吹田市大　字

越野 峰司 大阪市漢字Ⅱ 小島 白蓮 大阪市大　字

越本 春苑 堺市近代詩佳作賞 小谷 佳人 和泉市近代詩

児玉 眞弓 熊取町漢字Ⅰ 古東 保胤 池田市漢字Ⅱ

後藤 倖白 大東市近代詩 駒坂 梅秀 藤井寺市近代詩

小村 秀帆 交野市近代詩 菰田 朱篁 大阪市漢字Ⅰ

小森 瞳翠 寝屋川市漢字Ⅰ 古家 滋筝 池田市漢字Ⅱ

小柳 豊喜 高槻市近代詩 小山 榮花 大東市漢字Ⅰ

小山 榮花 大東市大　字 近藤 梢泉 寝屋川市漢字Ⅱ

近藤 白典 豊中市近代詩 雑賀 棲月 豊中市漢字Ⅱ

雑賀 棲月 豊中市近代詩佳作賞 齋藤 眞尚 東大阪市漢字Ⅱ毎日賞

齋藤 眞尚 東大阪市近代詩 齋藤 眞尚 東大阪市かなⅡ

齋藤 眞尚 東大阪市大　字 斎藤 青楓 大阪市近代詩

齋藤 筝節 大阪市漢字Ⅰ 斎藤 文綵 枚方市かなⅡ

斎藤 文綵 枚方市漢字Ⅰ 斎藤 文綵 枚方市近代詩

齊藤 善昭 大阪市近代詩 坂梨 香津美 堺市近代詩

坂根 奏月 大阪市漢字Ⅱ 坂本 蓉花 和泉市近代詩秀作賞

阪本 義次 東大阪市刻　字 笹川 遊香 箕面市近代詩

佐々木 郁子 豊中市かなⅡ 佐々木 光子 豊中市漢字Ⅱ

定久 吟麗 東大阪市漢字Ⅱ 里 桂舟 大阪市漢字Ⅱ

佐藤 亜紀 吹田市漢字Ⅱ 佐藤 加奈子 高槻市漢字Ⅱ

佐藤 掬水 枚方市漢字Ⅱ 佐藤 掬水 枚方市漢字Ⅰ

佐藤 文雪 大阪市漢字Ⅱ 佐藤 文雪 大阪市近代詩

猿渡 美波 大東市大　字 塩出 喜燕 大阪市大　字

塩野 徳子 高石市前　衛 塩見 瑞彰 豊能町近代詩

汐見 瑤月 大阪市漢字Ⅱ 塩見 利美 寝屋川市近代詩

塩見 利美 寝屋川市漢字Ⅰ 治京 真紀 高槻市かなⅠ

治京 真紀 高槻市大　字 治京 真紀 高槻市前　衛

治京 真紀 高槻市漢字Ⅱ秀作賞 篠原 吟花 大阪市かなⅡ

篠原 吟花 大阪市近代詩佳作賞 嶋 郁子 枚方市近代詩

島 牧 松原市漢字Ⅱ 島田 香汀 堺市漢字Ⅱ

清水 栄子 高槻市前　衛 清水 墨山 豊中市大　字

醤野 定子 大阪市漢字Ⅰ 白井 梗香 箕面市近代詩

白川 清舟 吹田市大　字 城西 江風 羽曳野市漢字Ⅱ

城野 渓風 東大阪市漢字Ⅱ 杉岡 道子 寝屋川市近代詩

杉本 光峰 大東市漢字Ⅰ 鈴木 小扇 東大阪市漢字Ⅱ

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ﾗｲｱﾝ 大阪市大　字 須原 穂光 池田市漢字Ⅰ

須原 穂光 池田市かなⅡ 角穴 美祥 岸和田市近代詩

角谷 彩舟 大阪市近代詩佳作賞 住吉 恵芳 堺市漢字Ⅰ

諏訪 菁婉 高石市漢字Ⅱ 諏訪 蓬翔 高槻市漢字Ⅱ

清 星耀 大阪市漢字Ⅱ 瀬川 笑舟 高槻市かなⅡ

妹尾 菖彩 島本町近代詩 瀬山 小弦 箕面市近代詩佳作賞

千田 勝山 大阪市刻　字 園部 麗子 高槻市前　衛
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杣友 登志子 箕面市漢字Ⅱ 杣友 登志子 箕面市近代詩

高岡 雪華 枚方市近代詩 高崎 美里 池田市漢字Ⅰ

高瀬 光瑤 寝屋川市かなⅠ秀作賞 高瀬 光瑤 寝屋川市漢字Ⅱ

高月 鳳琴 豊中市大　字 高橋 敬緯子 池田市漢字Ⅱ

高橋 扇 大阪市漢字Ⅱ佳作賞 高橋 青紗 寝屋川市漢字Ⅰ

高橋 青紗 寝屋川市かなⅡ 高安 翔琴 八尾市漢字Ⅰ

高山 春蘭 枚方市近代詩 高山 ちひろ 大阪市漢字Ⅱ

瀧川 京紗 大阪市近代詩 滝口 北翠 東大阪市漢字Ⅱ

武 江苑 茨木市漢字Ⅱ 竹内 昌雨 堺市漢字Ⅱ

竹内 美雪 寝屋川市漢字Ⅱ 竹内 美雪 寝屋川市大　字

竹口 亜希 貝塚市大　字 竹下 青祥 大阪市漢字Ⅱ

武田 踏雪 大阪市近代詩 竹中 萩琴 大阪市漢字Ⅱ

武本 由子 貝塚市大　字佳作賞 田坂 翠楓 枚方市近代詩

田中 一葉 松原市漢字Ⅰ 田中 喜美枝 大阪市かなⅡ

田中 瑞峰 茨木市篆　刻 田中 静晏 大阪市近代詩

田中 清琴 枚方市漢字Ⅰ 田中 清琴 枚方市大　字

田中 布美江 箕面市近代詩 田中 遊月 東大阪市漢字Ⅱ

田中 麗水 豊中市漢字Ⅰ佳作賞 田辺 香鈴 豊中市漢字Ⅰ

谷尾 美扇 豊中市かなⅡ 谷川 耕宏 茨木市漢字Ⅰ

谷口 渓泉 吹田市近代詩 田村 穂径 大東市大　字

塚原 敏美 太子町近代詩 津川 光月 大阪市漢字Ⅰ

辻 胡桃 貝塚市漢字Ⅰ 辻 聖華 摂津市近代詩

辻 聖華 摂津市漢字Ⅱ 辻 典子 東大阪市近代詩

辻 妙風 枚方市大　字 津田 貴香 堺市かなⅡ

津田 枝耀 池田市大　字 土田 貴白 堺市かなⅡ

筒井 小楓 高槻市漢字Ⅱ 積山 青桐 大阪市近代詩

津村 萬華 枚方市漢字Ⅰ佳作賞 出口 音幸 東大阪市刻　字

出口 善幸 吹田市漢字Ⅰ 手嶋 明泉 大阪市漢字Ⅱ

寺尾 悠 大阪市かなⅡ 寺田 杏香 箕面市近代詩

寺田 杏香 箕面市漢字Ⅱ 寺前 華扇 門真市大　字

徳原 紅花 箕面市近代詩 利守 由佳理 富田林市漢字Ⅰ

轟 静志 高槻市漢字Ⅰ 富川 京子 堺市大　字

冨澤 悦子 豊中市大　字 冨田 小祭 寝屋川市かなⅡ

冨田 小祭 寝屋川市漢字Ⅱ 冨永 恵雪 大東市大　字

豊重 玉峰 吹田市漢字Ⅱ佳作賞 豊重 玉峰 吹田市漢字Ⅰ

豊嶋 勝 大阪市漢字Ⅱ 豊田 小雅 大阪市漢字Ⅰ

豊田 小雅 大阪市近代詩 豊田 小雅 大阪市漢字Ⅱ

豊中 小蘭 堺市近代詩 中井 窓游 大阪市大　字

中井 美香 柏原市漢字Ⅰ佳作賞 中井 美香 柏原市かなⅡ

永井 千賀子 大阪市漢字Ⅱ 永井 幸美 豊中市刻　字

中尾 千樹 大阪市近代詩 永川 碧水 大阪市漢字Ⅰ

中澤 茜舟 大阪市かなⅡ 中島 光薫 東大阪市大　字

中島 光薫 東大阪市漢字Ⅰ 中島 松翠 枚方市漢字Ⅰ

中島 松翠 枚方市大　字 中嶋 紀子 高石市近代詩

中田 栄子 寝屋川市大　字 中辻 佳昌 堺市漢字Ⅱ

中辻 千鶴子 枚方市漢字Ⅱ 中辻 侑香 堺市前　衛

長門 柏翠 茨木市漢字Ⅱ 中西 亜由美 大阪市漢字Ⅱ

中西 桂芳 藤井寺市漢字Ⅰ 中西 朱鳳 熊取町漢字Ⅱ

中野 聖沙 大阪市漢字Ⅱ 中野 聖沙 大阪市漢字Ⅰ

中野 桃紅 大阪市近代詩 中野 麗泉 大阪市近代詩

中平 華蓮 東大阪市近代詩 中道 敏子 島本町近代詩

中道 敏子 島本町漢字Ⅰ 中村 和美 箕面市近代詩

中村 佳世 枚方市近代詩 中村 慈笙 池田市漢字Ⅱ
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中村 眞子 島本町前　衛 中村 佳志子 大阪市漢字Ⅱ

成田 光鶴 豊中市漢字Ⅰ 南里 紀照 東大阪市漢字Ⅱ

南里 紀照 東大阪市漢字Ⅰ 西 白翠 交野市大　字

西井 崇 河内長野市大　字 西井 崇 河内長野市漢字Ⅱ

西尾 華風 堺市漢字Ⅰ 西尾 穂景 東大阪市漢字Ⅰ

西川 明子 柏原市漢字Ⅱ 西川 久野 四條畷市近代詩

西田 佳翠 河内長野市漢字Ⅰ 西出 青藍 貝塚市漢字Ⅰ

西出 鈴華 八尾市漢字Ⅱ 西野 紫雲 和泉市近代詩秀作賞

西村 典芳 豊中市近代詩 西村 露柊 貝塚市漢字Ⅰ

西村 和風 高槻市漢字Ⅰ 西村 和風 高槻市近代詩

西山 幸子 大阪市近代詩 新田 彩舟 四條畷市近代詩

布引 禎士 東大阪市近代詩 野口 清香 豊中市漢字Ⅱ

野口 清香 豊中市漢字Ⅰ 野口 麗舟 羽曳野市漢字Ⅰ

埜倉 加津 箕面市漢字Ⅱ佳作賞 野々山 彩華 高槻市近代詩

野村 青陽 吹田市近代詩 野村 長子 池田市漢字Ⅰ

野村 長子 池田市漢字Ⅱ 橋場 和子 大阪市漢字Ⅰ

羽柴 玲雲 大東市大　字 橋本 源子 寝屋川市近代詩

長谷川 子幽 大阪市近代詩 秦井 祥雅 太子町近代詩

畠山 昌寿 堺市大　字 畑中 春葭 寝屋川市漢字Ⅱ

羽多野 正廣 八尾市刻　字 畑山 紀美代 大阪市漢字Ⅱ

服部 睦子 茨木市漢字Ⅱ 馬場 芙燁 摂津市漢字Ⅰ

浜崎 聖陽 摂津市近代詩 浜崎 聖陽 摂津市漢字Ⅰ

濵田 竹信 泉南市刻　字 濵田 将季 和泉市近代詩

濵本 千恵子 摂津市近代詩 林 春華 大阪市漢字Ⅰ

林 春華 大阪市漢字Ⅱ 林 良子 泉佐野市大　字

林田 明華 大東市近代詩 原 蘭桂 箕面市漢字Ⅱ

原 蘭桂 箕面市近代詩 原 梨芳 岸和田市近代詩

原井 隆峯 茨木市漢字Ⅰ 原口 加奈 堺市漢字Ⅱ

原口 加奈 堺市近代詩 原田 恵萌 東大阪市近代詩佳作賞

原山 雪径 大阪市大　字 半場 治美 泉佐野市漢字Ⅰ

樋口 沙慧 吹田市漢字Ⅱ 樋口 沙慧 吹田市大　字

樋口 祥玉 大東市漢字Ⅱ 菱田 紫陽 高槻市漢字Ⅱ

日田 妙風 藤井寺市近代詩 日高 春琴 吹田市近代詩

日野 有里 八尾市近代詩 日比野 瑞雲 交野市漢字Ⅰ佳作賞

肥谷 糸柳 寝屋川市漢字Ⅰ 平居 東香 高槻市漢字Ⅱ

平岡 章太 豊中市近代詩 平塚 保則 大阪市大　字

平野 正行 守口市漢字Ⅱ 平野 路子 泉佐野市漢字Ⅰ

平松 夕麗 大東市漢字Ⅱ 平松 夕麗 大東市大　字

広岡 扇月 東大阪市漢字Ⅱ 廣田 爽雨 大阪市大　字

広田 碧水 茨木市漢字Ⅱ 広田 碧水 茨木市漢字Ⅰ佳作賞

廣田 真美 大阪市大　字 廣永 露霜 大阪市漢字Ⅰ

福島 瑞恵 東大阪市漢字Ⅱ 福島 蒼風 大阪市漢字Ⅰ

福田 智武 大阪市近代詩 福田 真瑠 東大阪市漢字Ⅱ

福永 幸子 寝屋川市近代詩 藤井 由枝 大阪市漢字Ⅱ

藤岡 翠雲 和泉市漢字Ⅰ 藤岡 勢涼 茨木市漢字Ⅱ

藤岡 美洲 和泉市漢字Ⅰ 藤田 美幸 吹田市漢字Ⅱ

藤戸 朝子 大阪市刻　字 藤野 水精 枚方市漢字Ⅱ

藤本 紫苑 藤井寺市近代詩 渕上 華峰 門真市漢字Ⅱ

渕上 華峰 門真市近代詩 渕田 鳴雪 高槻市漢字Ⅱ

渕田 鳴雪 高槻市近代詩 古井 清蘭 和泉市漢字Ⅱ

古薗 重喜 堺市漢字Ⅱ 平郡 純子 茨木市漢字Ⅱ

別所 幸葉 枚方市近代詩 保米本 游魚 岸和田市漢字Ⅱ

堀 光縁 大阪市近代詩佳作賞 堀本 祐圭 堺市漢字Ⅱ
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本田 賀艸 柏原市大　字 本田 陽光 島本町漢字Ⅱ

前川 拓滋 大阪市漢字Ⅰ佳作賞 前田 月琴 寝屋川市漢字Ⅰ佳作賞

前田 月琴 寝屋川市大　字 前田 耕作 貝塚市大　字

前田 清堂 枚方市かなⅡ 前田 素雪 八尾市かなⅠ

前田 素雪 八尾市漢字Ⅰ佳作賞 前田 流穂 大阪市漢字Ⅱ

前田 玲 吹田市漢字Ⅱ 牧野 孝明 豊中市刻　字佳作賞

牧野 碧雲 摂津市漢字Ⅱ 牧野 碧雲 摂津市漢字Ⅰ

正田 和之 貝塚市大　字佳作賞 松井 華苑 河南町漢字Ⅰ

松阪 聖岳 岸和田市篆　刻 松下 秋華 岸和田市大　字

松下 蒼華 岸和田市近代詩 松田 亜未 大阪市近代詩

松田 緑風 豊能町漢字Ⅱ 松藤 紫鳳 熊取町漢字Ⅱ

松藤 比登美 泉佐野市漢字Ⅱ 松村 佐幽 大阪市近代詩

松本 君耀 豊中市大　字 三日月 彩仙 四條畷市近代詩

三日月 彩仙 四條畷市漢字Ⅰ 美川 舟 門真市漢字Ⅱ

三木 豊子 守口市漢字Ⅱ 水江 美喜子 八尾市漢字Ⅰ

水野 鳳瓔 熊取町漢字Ⅱ 水野 鳳瓔 熊取町近代詩

道田 紅彩 羽曳野市かなⅠ 道田 紅彩 羽曳野市漢字Ⅰ

道廣 尚子 和泉市近代詩 光永 由香 寝屋川市漢字Ⅰ

南 昭江 太子町近代詩 南 和稔 太子町近代詩

南 春陽 太子町近代詩 南 璃秀 忠岡町漢字Ⅱ秀作賞

南川 渓舟 寝屋川市漢字Ⅰ 南川 渓舟 寝屋川市漢字Ⅱ秀作賞

宮崎 竹堂 茨木市漢字Ⅰ 宮地 星燁 寝屋川市漢字Ⅱ

宮野 清翠 豊中市漢字Ⅱ 宮本 和明 池田市漢字Ⅰ

宮本 和明 池田市漢字Ⅱ毎日賞 向井 小泰 枚方市近代詩

椋本 聖舟 岸和田市漢字Ⅱ 村上 応彦 羽曳野市漢字Ⅰ

村上 和美 島本町漢字Ⅱ 村上 爽風 大阪市漢字Ⅱ

村松 光瑤 摂津市漢字Ⅰ佳作賞 村松 賀美 大阪市漢字Ⅱ

森 聰子 摂津市前　衛佳作賞 森 白陽 摂津市前　衛

森 萬翠 豊中市漢字Ⅱ 森 萬翠 豊中市漢字Ⅰ

森 美樹 阪南市漢字Ⅱ 森川 佳甫 枚方市刻　字

森崎 志げ子 枚方市近代詩 森島 素秋 寝屋川市近代詩

森田 歩 羽曳野市近代詩 森田 和美 八尾市近代詩

森田 和哉 枚方市漢字Ⅰ 森田 忍 八尾市漢字Ⅰ

森田 秀峰 八尾市漢字Ⅱ 森田 梢翠 大東市かなⅡ

森田 梢翠 大東市漢字Ⅱ佳作賞 森田 桃紅 東大阪市近代詩

森田 玲舟 堺市近代詩佳作賞 森本 秋子 東大阪市近代詩

森本 梗華 八尾市漢字Ⅱ 森本 梗華 八尾市漢字Ⅰ

森本 小玉 河内長野市近代詩 森本 涼香 豊中市近代詩

森本 清蘭 四條畷市大　字 森本 弘子 富田林市近代詩

森本 由佳 東大阪市前　衛 森脇 和子 枚方市近代詩

矢川 美穂 大阪市近代詩 安田 之龍 大阪市漢字Ⅱ

安本 由紀子 吹田市前　衛 八柳 汪仙 大阪市近代詩

柳下 紅彩 豊中市漢字Ⅰ 山内 松琴 大阪市漢字Ⅰ

山岸 麗祥 寝屋川市漢字Ⅱ 山岸 麗祥 寝屋川市近代詩

山口 珠香 堺市かなⅡ 山口 真貴江 枚方市漢字Ⅰ

山口 真貴江 枚方市近代詩 山口 真喜子 大阪市大　字

山崎 洋子 羽曳野市近代詩 山崎 遙堤 富田林市大　字

山下 希篠 熊取町漢字Ⅱ 山下 桂苑 東大阪市近代詩

山田 慶樹 堺市漢字Ⅰ 山田 澹舟 八尾市かなⅡ

山田 澹舟 八尾市大　字 山根 鷺虹 島本町近代詩

山畑 豊翠 豊中市近代詩 山本 明彦 大阪市漢字Ⅱ

山本 紅葉 池田市漢字Ⅱ 山本 愛子 大阪市近代詩

山本 愛子 大阪市漢字Ⅱ 山本 芳石 岸和田市漢字Ⅱ秀作賞
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楊 小龍 大阪市漢字Ⅱ 由上 百花 吹田市近代詩

由上 百花 吹田市漢字Ⅱ 雪本 恵巳 岸和田市近代詩

横田 真理子 箕面市近代詩 吉崎 真弓 枚方市漢字Ⅱ

吉田 恭子 寝屋川市漢字Ⅱ 吉田 恵心 吹田市漢字Ⅱ

吉田 恵心 吹田市近代詩 吉中 草風 枚方市漢字Ⅰ

吉原 和聖 吹田市近代詩 吉村 富美子 大阪市近代詩

劉 隆子 大阪市近代詩 脇田 蘭舟 大阪市近代詩

和田 朱珠 八尾市漢字Ⅱ 和田林 おな子 池田市漢字Ⅱ
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赤崎 智恵 寝屋川市漢字Ⅰ 石井 夏海 堺市近代詩

石川 麗奈 泉大津市漢字Ⅱ 石田 旭子 大阪市大　字

一色 彩光 寝屋川市漢字ⅠU23奨励賞 井上 彩翠 交野市近代詩

井上 初音 吹田市近代詩 岩崎 亜美 大阪市近代詩

上條 恵里奈 河南町漢字Ⅰ 上條 恵里奈 河南町漢字Ⅱ

浦口 桃子 枚方市近代詩 浦口 桃子 枚方市漢字Ⅱ

浦口 桃子 枚方市大　字 大川 海南 吹田市漢字Ⅱ

大西 希光 東大阪市大　字 大西 芽衣 枚方市近代詩

荻野 祐美 吹田市漢字Ⅱ 垣本 敏尚 大阪市大　字

柏木 光 大阪市漢字Ⅱ 加瀬 梨乃 東大阪市漢字Ⅱ

栢野 耿心 枚方市近代詩 川崎 健太郎 大東市近代詩

川原 年騎 東大阪市近代詩 清原 健 高槻市篆　刻

清原 健 高槻市漢字Ⅱ 清原 健 高槻市近代詩

清原 健 高槻市漢字ⅠU23新鋭賞 久保田 桃嘉 吹田市漢字Ⅱ

桜井 尚人 大阪市漢字Ⅱ 佐古 奈於美 枚方市大　字

佐古 奈於美 枚方市かなⅠ 佐古 奈於美 枚方市漢字Ⅰ

佐古 奈於美 枚方市近代詩U23毎日賞 澤田 有美 大阪市漢字Ⅱ

水舎 風華 八尾市漢字Ⅱ 杉江 里菜 池田市漢字Ⅱ

田崎 恵太 交野市大　字 田崎 恵太 交野市漢字Ⅰ

田中 貴之 東大阪市近代詩 田中 桃華 高槻市漢字Ⅱ

田中 桃華 高槻市かなⅡ 田中 桃華 高槻市近代詩

辻田 久美子 松原市近代詩 辻田 久美子 松原市漢字ⅡU23奨励賞

辻元 美咲 河南町漢字Ⅰ 仲尾 篤 泉大津市漢字Ⅱ

中村 麻耶 和泉市近代詩 中村 麻耶 和泉市漢字Ⅱ

西村 美香 東大阪市漢字Ⅱ 東村 探真 池田市大　字

藤原 史崇 大阪市漢字Ⅱ 藤原 史崇 大阪市近代詩

堀尾 有貴 大阪市大　字 松田 遥 堺市近代詩

三浦 すみれ 吹田市大　字 三城 蒼衣 大阪市漢字Ⅰ

宮崎 玲風 四條畷市漢字Ⅱ 妻鳥 真子 吹田市漢字Ⅱ

百瀬 友喜 東大阪市漢字ⅡU23奨励賞 百瀬 友喜 東大阪市近代詩

安井 秀哉 柏原市漢字Ⅱ 安井 秀哉 柏原市近代詩U23奨励賞

山田 娃華 寝屋川市漢字Ⅰ 山田 沙彩 東大阪市近代詩

山村 真由子 堺市近代詩U23奨励賞 山本 羅 寝屋川市漢字Ⅰ

吉澤 桃子 高槻市近代詩 吉田 成実 東大阪市漢字Ⅱ

渡部 納乃月 東大阪市近代詩
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