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青木 由美子 宇治市刻　字 阿路川 香彩 京都市近代詩

阿部 桃苑 城陽市漢字Ⅱ 荒井 慶子 京都市近代詩

荒井 慶子 京都市大　字 荒木 翠溪 京都市近代詩

飯田 栄芳 京都市近代詩 伊賀 好美 京都市漢字Ⅱ

石川 芳翠 京田辺市近代詩 石倉 祥翠 京都市近代詩

石村 乃緒子 京都市漢字Ⅱ 井尻 鈴扇 京都市漢字Ⅱ

井上 東峰 京田辺市近代詩 岩下 華谷 亀岡市近代詩

岩本 遊子 京都市漢字Ⅱ秀作賞 岩本 遊子 京都市近代詩

内海 聖雲 舞鶴市近代詩 梅田 佳邨 京都市漢字Ⅰ

大高 育子 京都市漢字Ⅰ 大高 育子 京都市近代詩

大西 浩司 京都市漢字Ⅰ 大森 ひとみ 京都市刻　字

岡田 恵華 京都市漢字Ⅱ 小河 博 京都市刻　字

奥田 玄輝 京都市近代詩毎日賞 小國 華園 京丹後市漢字Ⅰ

小田 記子 京都市近代詩 岸田 憲也 京都市漢字Ⅱ秀作賞

桑野 香風 京都市漢字Ⅰ 桑野 香風 京都市漢字Ⅱ

小亀 明香 京都市近代詩 小菅 玉椿 京都市近代詩

後藤 紅華 精華町刻　字 近藤 恵雲 大山崎町漢字Ⅱ

近藤 眞由美 京都市漢字Ⅱ 齋藤 珠光 亀岡市近代詩

齋藤 珠光 亀岡市漢字Ⅱ 坂田 彩玉 京丹後市漢字Ⅰ

坂根 悦蘭 舞鶴市近代詩 坂本 紅香 京田辺市近代詩

坂本 風佳 綾部市近代詩 柴田 恵美 亀岡市漢字Ⅱ

清水 峯巒 長岡京市漢字Ⅱ 清水 美奈子 京都市近代詩

城野 艸雲 木津川市刻　字 城野 艸華 木津川市刻　字

白波瀬 桂香 綾部市近代詩 真 兜峰 木津川市かなⅡ

新野 清登 京田辺市漢字Ⅱ 新野 清登 京田辺市かなⅡ

瀬瀧 來織 京都市近代詩 高井 翠柳 宇治市近代詩

竹内 穂波 京都市漢字Ⅱ 武田 智扇 京都市近代詩

田中 芳玉 京丹後市漢字Ⅰ 谷口 青龍 長岡京市漢字Ⅱ

田原 聡美 木津川市刻　字 對馬 紫峻 京都市かなⅡ

友國 光雪 大山崎町漢字Ⅱ 中川 抱月 京都市かなⅠ

中原 登子 京都市漢字Ⅱ 中山 蒼昌 城陽市刻　字

成宮 薫堂 京都市漢字Ⅱ 新森 春龍 城陽市近代詩

西垣 臣代 福知山市近代詩 西木 紫泉 大山崎町漢字Ⅱ

西嶋 青暎 京都市近代詩 西田 雅芳 京都市近代詩

西田 雅芳 京都市漢字Ⅱ 西山 恵祥 京都市かなⅠ

沼澤 喜美子 京都市近代詩 野村 松影 京丹後市漢字Ⅰ

橋本 安希子 京都市前　衛 橋本 安希子 京都市漢字Ⅱ

浜田 彩雲 京丹後市漢字Ⅰ 早川 利明 宇治市刻　字

林 華風 長岡京市漢字Ⅱ 原田 奈緒美 京都市近代詩

原田 奈緒美 京都市漢字Ⅱ秀作賞 伴 蒼翠 京都市漢字Ⅱ

平井 英子 京都市近代詩 平井 悠谷 宇治市近代詩

平尾 慧雲 舞鶴市近代詩 藤木 眞理子 京都市漢字Ⅱ

牧 京篁 亀岡市刻　字 牧 京行 亀岡市刻　字

正部 周山 精華町篆　刻 松浦 迪子 京都市漢字Ⅰ

松尾 朱涼 京都市漢字Ⅰ 松波 史子 八幡市近代詩

松村 京華 宇治市漢字Ⅱ 松本 春圃 向日市近代詩

松本 小圓 京田辺市大　字 宮久保 千理 宇治市刻　字

宮崎 裕衛 京都市漢字Ⅱ 向山 翠玲 京都市漢字Ⅰ

牟田 翠仙 長岡京市かなⅡ 牟禮 俊雄 京田辺市近代詩

森下 嵐翠 宇治市漢字Ⅰ 森田 伯泉 精華町近代詩

八木 政治 亀岡市漢字Ⅱ 山田 京代 宇治市刻　字

山中 紅象 京田辺市近代詩佳作賞 山根 青坡 京都市漢字Ⅱ

山本 京子 京都市近代詩 山本 康山 京都市刻　字
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山本 仁美 京都市近代詩 吉田 桂祥 京都市漢字Ⅱ

嵐 榴帑 京都市前　衛
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宇野 霊渓 京都市近代詩 尾上 久留美 京都市漢字Ⅰ

北野 雅高 京都市漢字Ⅰ 北野 雅高 京都市漢字Ⅱ

田中 瞳翠 京丹後市漢字Ⅰ 橋本 理子 八幡市近代詩

山崎 菜々実 向日市漢字ⅡU23奨励賞
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