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安達 千恵 別府市近代詩 阿南 雅子 大分市漢字Ⅰ

阿南 真由美 大分市漢字Ⅱ 安部 慶子 大分市近代詩

安部 千恵 大分市漢字Ⅰ 荒金 和佳子 別府市近代詩毎日賞

荒金 和佳子 別府市漢字Ⅱ 有吉 春寿 大分市近代詩

池田 泰鼓 大分市近代詩 石田 露香 大分市近代詩

一法師 悠久 由布市漢字Ⅰ 井上 喜美代 日田市かなⅡ

井上 玲秀 日田市かなⅡ毎日賞 井ノ口 美乃里 日出町近代詩

猪原 美風 大分市漢字Ⅰ 宇喜田 美由紀 大分市漢字Ⅱ

宇津宮 祐子 別府市近代詩 宇留島 律子 大分市漢字Ⅰ

永徳 秀華 大分市漢字Ⅱ 江藤 明 大分市漢字Ⅰ佳作賞

衞藤 春花 大分市近代詩 大川 恒美 別府市近代詩

太田 明芳 大分市近代詩 太田 明芳 大分市漢字Ⅱ

大塚 登美 大分市近代詩 大塚 奈央 別府市近代詩

大鶴 初穂 佐伯市近代詩 岡 保江 別府市漢字Ⅱ

緒方 美月 大分市近代詩 奥尾 将太 中津市漢字Ⅱ

尾崎 懐州 佐伯市近代詩 落合 梢薫 日田市近代詩毎日賞

小野 貫道 九重町漢字Ⅱ 梶原 沙織 玖珠町漢字Ⅰ秀作賞

梶原 節子 日田市かなⅡ 梶原 百合子 中津市近代詩

木村 翠峰 中津市漢字Ⅰ 清原 舞 別府市近代詩

工藤 豊泉 大分市漢字Ⅱ 工藤 豊泉 大分市近代詩

工藤 名峰 大分市近代詩 熊本 千恵子 別府市漢字Ⅰ

久留嶋 春雅 大分市近代詩 河野 翆保 別府市漢字Ⅱ

河野 茜袖 大分市漢字Ⅱ佳作賞 児玉 和豫 大分市漢字Ⅰ

古長 春琴 大分市漢字Ⅱ 後藤 繹如 臼杵市漢字Ⅰ

後藤 大音 大分市漢字Ⅰ 古屋 石泉 大分市近代詩

斎藤 範子 大分市漢字Ⅱ 笹倉 淳 日田市篆　刻

佐藤 香代子 日田市かなⅡ 佐藤 春輝 大分市近代詩

佐藤 爽悦 大分市漢字Ⅰ 佐藤 敏子 大分市漢字Ⅱ

佐藤 紘美 別府市近代詩 佐藤 米珠 大分市漢字Ⅰ

篠田 専心 大分市漢字Ⅰ 下田 泰子 大分市近代詩

首藤 毬子 大分市漢字Ⅱ 首藤 毬子 大分市近代詩

須賀 紅月 大分市近代詩 菅 珠泉 大分市漢字Ⅰ

妹尾 比呂美 大分市近代詩 大東 明 日田市かなⅡ佳作賞

高志 知子 佐伯市漢字Ⅱ 高橋 春暢 別府市漢字Ⅱ

高橋 眉風 大分市篆　刻 高屋 映芳 大分市漢字Ⅰ

武石 栄華 日田市漢字Ⅰ 竹本 松華 中津市近代詩

谷口 昌子 日田市かなⅡ 土谷 真由美 別府市漢字Ⅱ

戸口 春静 別府市漢字Ⅱ 徳永 直恵 中津市近代詩

戸田 啓子 日田市かなⅡ 戸高 則子 大分市漢字Ⅰ

豊田 潮路 大分市近代詩 中島 千鶴 日田市漢字Ⅰ

長谷 華心 大分市漢字Ⅱ 中野 文子 大分市近代詩

西村 畔水 佐伯市近代詩 丹生 淑子 大分市漢字Ⅱ

丹生 淑子 大分市近代詩 秦 望春 大分市漢字Ⅱ

花田 豊園 大分市漢字Ⅱ 花箭 千春 大分市漢字Ⅰ

花箭 千春 大分市近代詩 濱田 淑子 別府市漢字Ⅱ佳作賞

原岡 窓楓 中津市かなⅡ 樋口 海香 日出町漢字Ⅱ

秀嶋 佳子 大分市漢字Ⅰ 日名子 理恵 大分市漢字Ⅱ

姫野 春恭 大分市近代詩 姫野 美保 大分市近代詩

平川 好美 日田市かなⅡ 平田 和枝 別府市大　字

深津 峰栄 佐伯市漢字Ⅱ 藤永 溪泉 中津市近代詩

藤原 皓白 大分市漢字Ⅰ 藤原 李香 大分市漢字Ⅰ

堀 安子 豊後大野市近代詩 本田 英子 杵築市漢字Ⅰ佳作賞

前 久美子 大分市漢字Ⅱ 牧 恵禾 国東市漢字Ⅰ
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待野 留美子 日田市かなⅡ 松井 瑛美 別府市漢字Ⅱ

松木 由美 大分市漢字Ⅰ 嵜 桂風 豊後高田市漢字Ⅱ

宮崎 眞智子 日田市かなⅡ 宮部 聲泉 杵築市近代詩秀作賞

宮村 和良 大分市近代詩 三好 香華 宇佐市近代詩

宗安 香翠 国東市近代詩 望月 考鳴 臼杵市漢字Ⅰ佳作賞

森 空齋 大分市近代詩 森 春澄 大分市近代詩

森田 守草 別府市漢字Ⅱ 薬師寺 玄眞 大分市漢字Ⅰ秀作賞

矢羽田 楽童 日田市篆　刻 山崎 皐月 大分市漢字Ⅰ佳作賞

山下 桃佳 国東市近代詩佳作賞 山下 桃佳 国東市漢字Ⅱ

幸 光雲 大分市篆　刻 吉武 美玲 中津市漢字Ⅱ

由見 麗華 豊後大野市近代詩 由見 麗華 豊後大野市漢字Ⅰ

若城 凖 別府市近代詩 脇 眞弥 別府市漢字Ⅱ

渡辺 康成 別府市漢字Ⅱ
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一ノ宮 光 別府市漢字ⅡU23毎日賞 一ノ宮 光 別府市近代詩

糸長 菜々子 日出町近代詩 植木 華純 別府市漢字Ⅱ

衞藤 隼斗 大分市近代詩 大津 奈央 別府市漢字Ⅱ

片山 恵里 別府市漢字Ⅱ 辛島 大嗣 大分市漢字Ⅱ

木下 夏希 日田市漢字Ⅱ 黒木 梨那 別府市近代詩

財津 隆平 別府市近代詩 佐藤 真奈 由布市漢字Ⅱ

須田 美柚 別府市漢字Ⅱ 隅田 花織 別府市漢字ⅠU23新鋭賞

隅田 花織 別府市近代詩 高倉 未夢 日田市近代詩

高濱 夏希 日出町近代詩 手嶋 彩菜 別府市近代詩

豊東 杏霞 大分市近代詩 牧 優菜 大分市近代詩

牧野 彩霞 大分市近代詩 宮嵜 夏輝 別府市漢字Ⅱ

宮嵜 夏輝 別府市近代詩U23奨励賞 森 安里 玖珠町漢字Ⅱ
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