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相中 玉雲 松山市漢字Ⅰ 相中 玉扇 伊予市漢字Ⅰ

阿部 龍昭 松山市漢字Ⅱ 安藤 杏堂 新居浜市漢字Ⅰ

安藤 翠苑 新居浜市漢字Ⅰ 井川 恵津子 四国中央市漢字Ⅰ

井川 華翠 四国中央市漢字Ⅰ 池内 みゆき 松前町漢字Ⅰ

池田 光男 東温市前　衛 池本 敏幸 東温市前　衛

石川 綾華 松山市漢字Ⅰ 石川 彈久 新居浜市漢字Ⅰ

石川 緑華 四国中央市漢字Ⅰ 石橋 勲 松山市前　衛

一色 春雪 今治市漢字Ⅰ 伊藤 粋苑 今治市漢字Ⅰ

伊藤 太一 松山市大　字 伊藤 竹圓 松山市大　字

岩田 和恵 松山市漢字Ⅱ 大久保 圭扇 砥部町漢字Ⅰ

大久保 詩峯 松山市漢字Ⅰ 大田 美香代 松山市大　字

大西 實 新居浜市前　衛 緒方 隆鳳 新居浜市漢字Ⅰ

岡部 真希 今治市漢字Ⅰ 岡本 千萩 今治市漢字Ⅰ

奥村 壽 松山市漢字Ⅱ 小倉 揮代 伊予市漢字Ⅱ

越智 華香 今治市漢字Ⅰ 越智 由紅 新居浜市漢字Ⅰ

小野下 裕子 松山市大　字 梶本 久美子 松山市漢字Ⅱ

片山 章史 大洲市大　字秀作賞 勝川 翠鳳 八幡浜市漢字Ⅱ

金崎 峰萃 四国中央市漢字Ⅰ佳作賞 鎌田 扇舟 伊予市漢字Ⅰ

亀井 恵理子 伊予市漢字Ⅱ 亀井 恵理子 伊予市大　字

亀井 要和 大洲市大　字 川井 郁男 松山市大　字

河村 玉華 四国中央市漢字Ⅰ 河村 玉華 四国中央市漢字Ⅱ

神崎 江龍 松山市漢字Ⅱ 熊谷 明子 松山市大　字

倉橋 陽虹 松山市漢字Ⅱ 栗林 麗葉 松山市漢字Ⅰ

黒川 春沙 西条市漢字Ⅱ 河野 碧泉 松山市漢字Ⅰ

河野 碧泉 松山市漢字Ⅱ 小林 照苑 伊予市漢字Ⅰ

薦田 浄心 四国中央市漢字Ⅰ 佐伯 紅暁 松山市漢字Ⅰ

佐々木 桂華 西条市漢字Ⅱ 佐々木 峰雲 新居浜市漢字Ⅰ

佐々木 瑤月 新居浜市漢字Ⅰ 里見 まゆみ 松前町漢字Ⅰ

茂川 霓舟 松前町漢字Ⅰ 芝 玉彩 松前町漢字Ⅰ

下岡 渓臣 伊予市漢字Ⅰ 白方 琇華 松山市漢字Ⅰ

白川 東洋 四国中央市漢字Ⅰ 末光 智加子 松山市漢字Ⅰ

杉野 悦子 松山市漢字Ⅱ秀作賞 鈴木 法華 四国中央市漢字Ⅰ

鷹尾 陽華 松山市漢字Ⅰ 高瀬 紅舟 西条市漢字Ⅱ

田窪 紅鵞 今治市漢字Ⅱ 竹内 玉蕗 松山市漢字Ⅰ

橘 矢栄 松山市漢字Ⅰ 田中 玉風 伊予市漢字Ⅱ

田中 紅葉 松山市漢字Ⅰ 田中 志香 宇和島市かなⅡ

田中 龍閃 今治市漢字Ⅱ 谷脇 万由美 松山市漢字Ⅰ

玉井 隆子 松山市大　字 玉井 俊子 松山市かなⅡ

玉栁 和華 松山市漢字Ⅱ佳作賞 俵 里紅 新居浜市漢字Ⅰ

壷内 艸谷 今治市漢字Ⅰ 土居 玉静 松山市漢字Ⅰ

戸田 幸 松山市漢字Ⅰ 友近 燧山 今治市漢字Ⅱ

豊島 碧庭 今治市漢字Ⅰ 鳥山 大翔 今治市漢字Ⅰ

直野 福峰 新居浜市漢字Ⅰ 永井 康友 松山市漢字Ⅱ

永井 良篤 松山市大　字 中川 玉澄 松山市漢字Ⅰ

中野 秀穂 砥部町漢字Ⅰ 長埜 玉寛 伊予市漢字Ⅰ

中村 陽光 今治市漢字Ⅰ 中山 紅明 松山市漢字Ⅰ

難波江 江泉 西条市漢字Ⅰ 新谷 隆峰 新居浜市漢字Ⅰ

西岡 映舟 伊予市漢字Ⅰ 野村 安希子 今治市漢字Ⅱ

乗松 佳子 松山市大　字 長谷川 白巌 今治市漢字Ⅱ

秦 千壽 新居浜市漢字Ⅱ 秦 華峰 西条市漢字Ⅰ

服部 麻子 松山市漢字Ⅰ 林 美翠 松山市漢字Ⅰ

檜垣 香麗 今治市漢字Ⅰ 桧垣 青雨 今治市漢字Ⅱ

樋口 煌水 今治市漢字Ⅰ 尾藤 文香 新居浜市漢字Ⅰ
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日野林 華祥 松山市漢字Ⅰ 平井 舜紅 今治市漢字Ⅰ

平林 光華 今治市漢字Ⅰ佳作賞 廣瀬 宗清 松山市漢字Ⅱ

福島 玉秋 松前町漢字Ⅰ 福田 玉綾 松山市漢字Ⅰ

福本 温子 四国中央市大　字 藤代 彩鳥 松山市漢字Ⅰ

藤田 寿紅 新居浜市漢字Ⅰ 藤谷 桃紅 松山市漢字Ⅰ

藤原 弘史 松山市漢字Ⅱ 二神 玉蒼 松山市漢字Ⅰ

二神 知歩 松山市漢字Ⅰ 堀内 金桂 八幡浜市近代詩

槇 青踏 西条市漢字Ⅱ 真木 楊舟 今治市漢字Ⅱ

巻田 桂子 伊予市漢字Ⅰ 政田 千恵子 松山市大　字

松木 朱華 今治市前　衛 松木 星霞 西条市漢字Ⅱ

松長 天鴻 松山市漢字Ⅱ 松原 白瑶 東温市漢字Ⅰ

松原 洋右 松前町漢字Ⅱ 松本 彩鳳 松山市漢字Ⅰ

眞鍋 佐琇 四国中央市漢字Ⅰ 真鍋 米仙 新居浜市漢字Ⅰ

水本 正翠 西条市漢字Ⅰ 光田 春霞 松山市大　字

宮内 朱美 松山市漢字Ⅰ 宮竹 紅玉 西条市漢字Ⅱ

宮谷 松琴 松山市前　衛 宮本 幸 松山市前　衛

向井 杏華 松山市漢字Ⅰ 向井 玉黎 松前町漢字Ⅰ

向井田 瑶柳 松山市漢字Ⅰ秀作賞 村上 彩泉 松山市漢字Ⅰ

村上 朋子 松前町漢字Ⅰ 村上 光永 今治市漢字Ⅰ

森 淳 松山市漢字Ⅰ 森永 紅芳 大洲市漢字Ⅰ

森本 惇 松山市漢字Ⅰ 八木 白沙 今治市漢字Ⅰ

安永 清園 新居浜市漢字Ⅰ 矢野 貴子 今治市漢字Ⅰ

矢野 柏舟 今治市漢字Ⅱ 矢野 美雪 新居浜市漢字Ⅰ

山岡 蒼風 今治市漢字Ⅱ 山口 真由美 松山市前　衛

山崎 幸仙 西条市漢字Ⅰ 山崎 美和子 松前町漢字Ⅰ

山路 華紅 西条市漢字Ⅱ 山地 千里 四国中央市漢字Ⅰ

山下 尚位 松山市大　字 山本 玉茜 松前町漢字Ⅰ

山本 香華 今治市漢字Ⅱ 山本 香風 新居浜市漢字Ⅱ

山本 青庵 今治市漢字Ⅱ 山本 珠己 松前町漢字Ⅰ

横山 泰茂 新居浜市漢字Ⅰ 吉田 玉珱 松山市漢字Ⅰ

吉田 清桜 松山市漢字Ⅰ 鷲澤 文江 四国中央市漢字Ⅰ

渡辺 郁泉 西条市漢字Ⅰ 渡邉 玉穂 伊予市漢字Ⅰ
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大西 憙慎 四国中央市漢字Ⅱ 小倉 嬉乃 伊予市大　字

能田 晃佑 松山市大　字
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