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相澤 紅泉 仙台市近代詩 相原 蒼花 仙台市漢字Ⅰ

青木 葵郷 仙台市かなⅠ 青木 凉逕 仙台市かなⅠ

阿部 一鈴 石巻市前　衛 阿部 霞花 仙台市近代詩

阿部 雅悠 岩沼市前　衛 阿部 俊吾 利府町前　衛

阿部 静穹 石巻市漢字Ⅰ 阿部 太陽 石巻市漢字Ⅱ

阿部 芳風 石巻市漢字Ⅱ 荒川 空華 石巻市近代詩

荒木 孫功 石巻市前　衛 飯沼 裕子 仙台市近代詩

飯渕 静峯 石巻市漢字Ⅰ 池田 翠月 気仙沼市近代詩

石垣 耕希 大崎市前　衛 石垣 如月 東松島市漢字Ⅰ

石沢 紅庭 仙台市近代詩秀作賞 石母田 奎昂 仙台市漢字Ⅰ

石森 光琴 石巻市前　衛 板垣 青鳳 仙台市漢字Ⅱ

板橋 雅邦 名取市漢字Ⅱ 板橋 吉春 仙台市近代詩

伊藤 恵華 名取市近代詩 伊藤 幸光 気仙沼市近代詩

伊東 仁子 仙台市近代詩 伊藤 青藍 大崎市前　衛

伊藤 奈緒 仙台市漢字Ⅰ 伊藤 里祥 大河原町漢字Ⅱ佳作賞

猪又 宏孟 登米市大　字 猪又 宏孟 登米市近代詩

猪又 澪舟 登米市大　字佳作賞 薄井 華千 仙台市漢字Ⅱ秀作賞

薄 紅葉 大崎市前　衛 宇都宮 趙辰 石巻市前　衛秀作賞

梅澤 七生 七ヶ浜町近代詩 梅津 恵華 大河原町漢字Ⅱ

江戸 妙鶴 大河原町漢字Ⅰ秀作賞 遠藤 桂燕 仙台市漢字Ⅱ

遠藤 光葉 大崎市近代詩 遠藤 紫舟 仙台市漢字Ⅱ

遠藤 紫桐 美里町漢字Ⅱ 遠藤 秋陽 石巻市漢字Ⅰ佳作賞

遠藤 光昌 登米市近代詩 遠藤 和香 大崎市前　衛

及川 恭子 仙台市漢字Ⅰ 大泉 華洋 蔵王町漢字Ⅱ

大泉 慈有 仙台市前　衛 大内 郁子 仙台市近代詩

大里 順風 多賀城市近代詩 大澤 敏弘 仙台市大　字

大滝 和子 仙台市漢字Ⅰ 大友 典子 仙台市近代詩

大沼 飛鳥 仙台市刻　字 近江 美雪 仙台市漢字Ⅰ

大宮 信明 仙台市大　字 尾形 紅霞 石巻市近代詩

尾形 萩香 仙台市近代詩 岡野 花遊 仙台市近代詩

小川 暁雲 加美町漢字Ⅱ 小川 香燁 白石市近代詩

小川 祥燕 加美町近代詩 奥川 麗流 仙台市近代詩佳作賞

奥山 湖仙 名取市漢字Ⅱ 小山内 谷玲 名取市漢字Ⅱ佳作賞

小野 和磨 塩竈市前　衛 小野 溪風 仙台市漢字Ⅱ

小野 こずえ 岩沼市近代詩 小野寺 洙紅 涌谷町前　衛

小野寺 珠雪 大和町近代詩 小野寺 礼子 気仙沼市近代詩

小野原 紅華 石巻市近代詩 柿崎 仁美 仙台市漢字Ⅰ

賀来 秀奎 仙台市かなⅠ 角田 文子 東松島市かなⅠ

加藤 雅芳 仙台市漢字Ⅱ佳作賞 加藤 舟玲 気仙沼市近代詩

加藤 千秋 利府町前　衛 金沢 泉明 仙台市大　字佳作賞

金子 美千 七ヶ浜町近代詩 金田 泰山 多賀城市近代詩

香味 祥誉 大河原町漢字Ⅱ 亀井 亨也 仙台市前　衛

菅野 一水 石巻市漢字Ⅰ 菊田 秀子 気仙沼市近代詩

菊地 香華 大河原町漢字Ⅱ 菊地 紅純 大崎市前　衛

北沢 幹彦 仙台市前　衛 木村 紅楓 仙台市近代詩

木村 霜華 石巻市前　衛 京極 洋風 大崎市前　衛

工藤 和香 加美町前　衛 熊谷 萩径 気仙沼市近代詩

熊谷 萩芳 仙台市漢字Ⅱ 黒須 紅蓮 仙台市刻　字

小泉 潤 村田町漢字Ⅱ 小泉 玲子 仙台市近代詩

穀田 朱光 富谷市近代詩 後藤 明日美 仙台市前　衛

後藤 恭 栗原市近代詩 小林 彩華 仙台市漢字Ⅰ

小湊 陽 仙台市大　字秀作賞 近藤 晃水 岩沼市前　衛

近藤 淑子 大崎市漢字Ⅱ 紺野 遊山 大崎市前　衛
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紺野 遊山 大崎市かなⅠ 紺野 遊山 大崎市近代詩

齋田 舞夢 仙台市近代詩 齋藤 杏邑 気仙沼市近代詩

齋藤 杏邑 気仙沼市かなⅡ 齋藤 賢一 仙台市刻　字

齋藤 紫霄 石巻市漢字Ⅰ 齋藤 順平 塩竈市近代詩

斎藤 玲子 仙台市かなⅠ 佐久間 玉瑛 白石市近代詩

佐久間 青峰 白石市近代詩 佐々木 一峰 大崎市漢字Ⅱ佳作賞

佐々木 香桜 気仙沼市近代詩 佐々木 花抄 仙台市漢字Ⅰ

佐々木 香寿美 多賀城市大　字佳作賞 佐々木 奎草 岩沼市大　字

佐々木 知 仙台市前　衛 佐々木 藤恵 塩竈市大　字

佐々木 和仙 仙台市近代詩 薩日内 秀蓮 大崎市前　衛

佐藤 右琴 石巻市前　衛 佐藤 華炎 仙台市前　衛

佐藤 葵心 栗原市前　衛 佐藤 糾舫 角田市前　衛

佐藤 桂鳳 仙台市近代詩 佐藤 弦佳 白石市近代詩毎日賞

佐藤 梢 白石市近代詩 佐藤 早苗 石巻市漢字Ⅰ

佐藤 紫水 仙台市刻　字毎日賞 佐藤 静子 名取市漢字Ⅱ

佐藤 静子 栗原市前　衛 佐藤 多恵子 東松島市前　衛

佐藤 武美 名取市漢字Ⅱ 佐藤 重花 仙台市近代詩

佐藤 友恵 仙台市前　衛 佐藤 友美 登米市漢字Ⅰ

佐藤 典子 仙台市近代詩 佐藤 ひかる 七ヶ浜町大　字佳作賞

佐藤 布雪 仙台市漢字Ⅱ 佐藤 芳石 美里町前　衛

佐藤 裕舟 仙台市かなⅡ 佐藤 陽子 塩竈市前　衛佳作賞

佐野 凰佳 仙台市漢字Ⅰ 佐茂 明祥 大河原町漢字Ⅱ

宍戸 雲水 白石市近代詩 庄司 咏艸 大崎市前　衛

庄司 咏艸 大崎市近代詩 庄司 櫻空 柴田町近代詩

庄司 紫千 美里町前　衛 庄司 紫千 美里町漢字Ⅱ

庄司 仙邦 美里町前　衛 菅原 苔粋 仙台市漢字Ⅰ毎日賞

菅原 千晴 気仙沼市近代詩 菅原 澪花 仙台市近代詩

鈴木 愛子 名取市大　字 鈴木 彩香 名取市大　字

鈴木 香生 仙台市漢字Ⅱ 鈴木 千恵子 塩竈市近代詩

鈴木 敏実 仙台市前　衛 鈴木 洋子 仙台市近代詩

須田 真舟 大崎市近代詩佳作賞 清藤 香理 仙台市近代詩

相馬 美希 栗原市前　衛 Sothommongkon Su 多賀城市大　字

高木 操子 仙台市漢字Ⅰ 高木 昭華 仙台市漢字Ⅱ

高澤 竹峰 仙台市漢字Ⅱ 高島 洸蓮 大崎市前　衛

高須賀 則和 石巻市前　衛 高瀬 正鶴 石巻市漢字Ⅰ

高津 谷麗 名取市漢字Ⅱ 高橋 恵美 大崎市漢字Ⅱ

高橋 輝翔 仙台市漢字Ⅰ 高橋 湖峯 名取市漢字Ⅱ

高橋 彩遊 仙台市漢字Ⅱ秀作賞 高橋 祥雲 仙台市漢字Ⅱ

高橋 静陵 石巻市漢字Ⅰ 高橋 竹心 石巻市前　衛

高橋 豊一郎 仙台市近代詩 高橋 美舟 仙台市近代詩

高橋 秀文 石巻市漢字Ⅰ 高橋 妙泉 仙台市近代詩

高橋 佳子 仙台市かなⅠ 高村 光霞 仙台市近代詩

滝澤 文子 仙台市漢字Ⅰ 笨 睦月 塩竈市漢字Ⅱ

武山 直史 仙台市刻　字 太細 悦子 亘理町近代詩佳作賞

田代 香春 涌谷町前　衛 只埜 桂花 仙台市漢字Ⅰ

只埜 桂花 仙台市近代詩 橘 真己 加美町近代詩

玉渕 良章 角田市漢字Ⅱ秀作賞 田村 紅泉 美里町前　衛

樽 萩溪 仙台市近代詩 丹野 枝紅 仙台市近代詩

丹野 柳島 仙台市かなⅠ 千葉 あゆみ 大崎市前　衛

千葉 桂貴 仙台市近代詩 千葉 紅雲 気仙沼市近代詩

千葉 光泉 石巻市近代詩 千葉 静零 東松島市漢字Ⅰ

千葉 奏竹 仙台市近代詩 長南 一恵 仙台市近代詩

塚田 良子 仙台市漢字Ⅰ 津島 厚志 岩沼市大　字
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手塚 祐白 仙台市近代詩 富塚 智子 仙台市漢字Ⅰ

長尾 君枝 仙台市かなⅡ 中島 光風 仙台市漢字Ⅰ

中村 豊苑 村田町漢字Ⅱ 中山 麗芳 大崎市前　衛

那須 葉子 仙台市近代詩 二階堂 和枝 仙台市前　衛

新田 雄山 白石市近代詩秀作賞 野口 春来 仙台市漢字Ⅰ

芳賀 明洋 登米市前　衛 橋本 露半 利府町漢字Ⅱ

畠山 祥汪 登米市漢字Ⅰ 羽生 晁仙 登米市漢字Ⅰ

浜田 公光 塩竈市近代詩 浜田 敏克 仙台市大　字

早坂 萌香 加美町前　衛 早坂 美穂 大衡村前　衛

半澤 香艸 仙台市漢字Ⅰ 樋口 玉葉 仙台市漢字Ⅱ

平塚 美保 石巻市前　衛 辺見 芳紅 美里町前　衛

本田 美雪 大崎市前　衛 真賀部 道賢 登米市漢字Ⅱ

松坂 美帆 仙台市かなⅠ 松坂 嶺雪 登米市漢字Ⅰ

松本 孝子 仙台市大　字 三浦 香織 仙台市大　字

三浦 朱鳳 石巻市前　衛 水野 恵翠 石巻市漢字Ⅰ

道塚 紫音 加美町前　衛 南浦 洋州 登米市大　字

武者 友紀 仙台市前　衛 胸組 紅琳 大崎市前　衛

茂泉 和丈 松島町近代詩 守 恵花 仙台市漢字Ⅰ

門真 祥扇 東松島市漢字Ⅰ 八重樫 裕香 仙台市前　衛

八木 紅蓮 石巻市漢字Ⅰ 山内 松吾 気仙沼市近代詩佳作賞

山口 昌己 仙台市近代詩 山崎 智寿 仙台市近代詩

山田 仁美 仙台市近代詩 大和 愛香 大崎市前　衛

山本 紅仙 仙台市前　衛 遊佐 香風 大崎市近代詩

横山 恭子 仙台市大　字 吉田 活実 仙台市近代詩

芳村 麗月 仙台市近代詩 若見 苑柚 栗原市漢字Ⅱ

渡邉 尭山 仙台市漢字Ⅰ 渡辺 健太 岩沼市大　字

渡辺 江村 多賀城市大　字 渡辺 幸子 岩沼市大　字

渡辺 重史 岩沼市大　字 渡辺 秀岳 多賀城市大　字

渡辺 春紅 多賀城市大　字 渡辺 芳洋 多賀城市大　字

渡辺 優華 多賀城市漢字Ⅰ 渡辺 理恵 大崎市前　衛
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阿部 恵華 仙台市漢字ⅠU23新鋭賞 阿部 友子 仙台市漢字ⅠU23新鋭賞

安倍 禄乃 塩竈市漢字Ⅰ 阿部 莉奈 富谷市大　字

伊澤 菜々 石巻市前　衛 伊澤 菜々 石巻市近代詩

和泉 匡哲 多賀城市大　字 伊藤 萌菜 仙台市漢字Ⅰ

及川 翔平 蔵王町大　字 大久 華奈 仙台市漢字Ⅰ

近江 奈々 仙台市漢字Ⅰ 片平 閑 東松島市大　字

勝亦 真子 石巻市近代詩 加藤 美月 石巻市漢字Ⅰ

金子 響心 白石市近代詩 金田 都里 仙台市近代詩

菊地 京香 石巻市前　衛 木村 生弥 涌谷町漢字Ⅱ

日下部 芽衣 仙台市漢字Ⅰ 佐藤 静芯 白石市近代詩

佐藤 辰哉 塩竈市大　字 佐藤 望弥 仙台市漢字Ⅰ

庄子 ほのか 仙台市大　字 菅井 智宏 名取市前　衛

須貝 楓子 仙台市前　衛 曽根 麻由 栗原市前　衛

高橋 華真 大河原町漢字Ⅱ 高橋 奎媛 美里町前　衛

高橋 奎媛 美里町近代詩U23新鋭賞 高橋 ことみ 利府町前　衛

高橋 佑典 石巻市大　字U23奨励賞 高橋 莉子 仙台市漢字ⅠU23新鋭賞

多田 慎吾 栗原市前　衛 千葉 友紀子 石巻市前　衛

直江 彩花 仙台市漢字Ⅰ 成田 葵 仙台市漢字Ⅱ

平塚 理紗 石巻市漢字Ⅰ 藤巻 桃鶴 仙台市漢字Ⅱ

細川 和紗 仙台市大　字U23奨励賞 松澤 果采 仙台市前　衛

茂木 絢水 気仙沼市かなⅠU23毎日賞 茂木 絢水 気仙沼市近代詩

門真 紫陽 東松島市漢字Ⅰ 八巻 邑霞 白石市近代詩

横濱 美波 利府町漢字Ⅰ 吉村 梢華 仙台市漢字Ⅰ
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