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青木 光青 高島市漢字Ⅱ 青山 桂葉 野洲市近代詩秀作賞

青山 桂葉 野洲市漢字Ⅰ 安藤 好風 日野町漢字Ⅱ

飯田 湘山 大津市近代詩 生田 薫風 大津市近代詩

板持 紘子 大津市近代詩 板持 紘子 大津市かなⅡ

一刈 鈴枝 野洲市漢字Ⅱ 稲田 朱美 大津市近代詩

稲田 翠香 栗東市近代詩 井野 神奈 大津市漢字Ⅰ

井上 郁子 栗東市漢字Ⅱ 今井 光華 守山市近代詩

上野 栄弥 大津市近代詩 上野 怜玉 大津市漢字Ⅱ

浦島 容子 大津市近代詩 浦島 容子 大津市漢字Ⅱ佳作賞

江南 愛子 近江八幡市近代詩 江南 愛子 近江八幡市漢字Ⅱ

榎本 彩雲 草津市漢字Ⅱ 大岩 清舟 守山市漢字Ⅱ

大久保 翠華 大津市漢字Ⅱ 大久保 翠華 大津市近代詩

大西 耕雪 大津市漢字Ⅰ 大西 由佳 草津市漢字Ⅱ

大橋 正美 近江八幡市漢字Ⅱ 大林 溪心 大津市近代詩

岡 珠枝 草津市漢字Ⅱ 岡田 清香 甲賀市近代詩

奥田 圭泉 大津市漢字Ⅱ 奥津 恵子 草津市漢字Ⅱ

奥村 實千代 栗東市漢字Ⅱ 押谷 曜水 彦根市漢字Ⅱ

音居 玲子 米原市漢字Ⅱ 加藤 宏美 湖南市漢字Ⅱ

狩野 速香 長浜市近代詩 川那邊 清美 栗東市漢字Ⅱ

北川 知栄子 愛荘町漢字Ⅱ 北川 雅子 甲賀市近代詩佳作賞

北川 ますみ 栗東市漢字Ⅱ 木野 典子 長浜市漢字Ⅱ

木下 芳子 草津市漢字Ⅱ 木村 志邑 大津市近代詩

桐江 恵華 近江八幡市漢字Ⅱ秀作賞 久保 育子 大津市近代詩

久保 育子 大津市漢字Ⅱ 窪田 規子 栗東市漢字Ⅱ

栗田 順風 大津市漢字Ⅱ 栗田 順風 大津市近代詩

栗山 友里 湖南市漢字Ⅱ 桑島 祥葉 甲賀市近代詩

桑原 美麗 大津市漢字Ⅱ 権 日善 大津市漢字Ⅱ

小枝 夏子 近江八幡市漢字Ⅱ 古迫 司水 大津市近代詩

小西 芳苑 近江八幡市漢字Ⅱ 小林 翠苑 長浜市漢字Ⅰ

駒垣 美由紀 草津市漢字Ⅱ 小村 則子 大津市漢字Ⅱ

崔 峯子 草津市漢字Ⅱ 齋藤 実貴子 大津市漢字Ⅱ

崎山 栄子 竜王町漢字Ⅱ佳作賞 崎山 栄子 竜王町近代詩

佐治 真実子 長浜市近代詩 佐治 真実子 長浜市漢字Ⅱ

澤田 律子 長浜市漢字Ⅱ秀作賞 澤原 芙美子 草津市漢字Ⅱ

下村 菜月 彦根市近代詩 白井 洋子 高島市漢字Ⅱ

新庄 明翠 東近江市漢字Ⅱ 新庄 明翠 東近江市近代詩秀作賞

新野 杏園 守山市漢字Ⅱ 杉原 綾峯 草津市漢字Ⅱ

炭之原 柳美 草津市漢字Ⅱ 園部 登志子 湖南市漢字Ⅱ

高井 明美 栗東市漢字Ⅱ 高井 敦史 日野町近代詩

高木 石舟 大津市漢字Ⅰ 高澤 富美子 近江八幡市漢字Ⅱ

高見 五星 大津市かなⅡ 高見 五星 大津市漢字Ⅱ秀作賞

竹内 佳子 東近江市近代詩 竹山 相照 大津市近代詩

田中 希京 彦根市漢字Ⅱ 田中 希京 彦根市近代詩

田中 希未子 栗東市漢字Ⅱ 田中 喜代 東近江市漢字Ⅱ

田中 春瑶 近江八幡市漢字Ⅱ 田中 千秋 甲賀市漢字Ⅱ

谷口 京子 長浜市漢字Ⅱ 谷口 佐代子 長浜市漢字Ⅱ

千野 清香 大津市近代詩佳作賞 地原 咲美 守山市近代詩

地原 咲美 守山市漢字Ⅱ 辻 彩香 長浜市近代詩

辻 美子 草津市漢字Ⅱ 土川 清苑 長浜市漢字Ⅱ

筒井 和彦 彦根市近代詩 筒井 和彦 彦根市漢字Ⅱ佳作賞

寺田 栄泉 野洲市漢字Ⅱ 戸田 紫水 守山市近代詩

冨永 由起子 長浜市漢字Ⅱ 豊田 美香 栗東市近代詩

直江 梨華 大津市近代詩 中川 美里 彦根市漢字Ⅱ
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中川 峰子 長浜市漢字Ⅱ 中嶋 暁光 米原市漢字Ⅰ

永田 祐子 大津市漢字Ⅱ 中谷 佐江子 長浜市漢字Ⅱ

中谷 佐江子 長浜市近代詩秀作賞 中西 芳雲 大津市漢字Ⅰ

中村 明美 栗東市漢字Ⅱ 中邨 一美 甲賀市近代詩

中村 増美 栗東市漢字Ⅱ 苗村 つや子 大津市漢字Ⅱ

成宮 由美子 彦根市漢字Ⅱ毎日賞 西川 邦子 栗東市漢字Ⅱ

西川 春琴 長浜市漢字Ⅱ 西川 芦雪 長浜市漢字Ⅰ

西園 由紀 栗東市漢字Ⅱ 西田 幸子 栗東市近代詩

西谷 萌華 甲賀市漢字Ⅱ 西村 俊子 大津市近代詩

西本 聖子 大津市近代詩 西山 和代 近江八幡市漢字Ⅱ

西山 和代 近江八幡市近代詩 野瀬 晴風 大津市近代詩

橋本 翠光 長浜市漢字Ⅱ 橋本 翠光 長浜市近代詩

畑澤 煌峯 長浜市漢字Ⅱ 林 柊山 長浜市漢字Ⅱ

廣岡 満子 草津市漢字Ⅱ 廣瀬 茜 大津市近代詩

廣瀬 茜 大津市漢字Ⅱ佳作賞 福永 理絵 近江八幡市大　字

藤居 初江 彦根市漢字Ⅱ 藤澤 朱蕙 長浜市漢字Ⅱ

藤田 清子 草津市漢字Ⅱ 藤村 時香 守山市漢字Ⅰ

藤原 暉香 大津市近代詩 木田 昌子 湖南市漢字Ⅱ

洞 翔香 長浜市近代詩 堀井 和子 近江八幡市漢字Ⅱ

堀野 妙舞 大津市漢字Ⅱ 前川 敦子 彦根市漢字Ⅱ

前川 利江子 長浜市漢字Ⅱ 松尾 昌琴 長浜市漢字Ⅱ

松田 美和子 長浜市漢字Ⅱ 松林 葵紅 草津市漢字Ⅱ

松村 文子 長浜市漢字Ⅱ 松本 明子 大津市漢字Ⅱ

馬船 直美 草津市近代詩 溝口 輝美 栗東市漢字Ⅱ

箕浦 恵湖 米原市漢字Ⅱ 宮川 山翠 長浜市近代詩

宮西 年子 湖南市漢字Ⅱ 三山 子凉 米原市漢字Ⅰ

宮村 茉美 長浜市漢字Ⅱ 宮村 茉美 長浜市近代詩

棟方 左織 高島市漢字Ⅱ 村上 久美子 東近江市漢字Ⅱ

村田 櫻洋 彦根市漢字Ⅱ 森 玉泉 長浜市漢字Ⅰ

森 玉泉 長浜市近代詩 森井 初香 野洲市漢字Ⅱ

森本 朝代 草津市漢字Ⅱ 八百谷 千代子 栗東市漢字Ⅱ

安井 美貴 長浜市漢字Ⅱ 矢野 夛津子 草津市近代詩

矢野 夛津子 草津市漢字Ⅱ 矢野 由純 大津市漢字Ⅰ

山川 恒山 高島市漢字Ⅱ 山口 晴美 甲賀市漢字Ⅱ

山田 竹峰 栗東市近代詩 山田 汀香 東近江市漢字Ⅱ秀作賞

山田 雅代 長浜市漢字Ⅱ 山田 裕子 大津市近代詩

山田 裕子 大津市漢字Ⅱ 山本 渓翠 東近江市近代詩

山本 堅山 湖南市近代詩 吉川 温子 甲賀市漢字Ⅱ

吉田 蒼風 大津市漢字Ⅱ 吉田 蒼風 大津市近代詩

米田 武子 近江八幡市漢字Ⅱ
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市川 瑚夏 米原市漢字Ⅱ 友田 蘭月 米原市近代詩

中島 来心 長浜市近代詩 溝口 紗歩 栗東市漢字Ⅱ

村上 友利亜 近江八幡市かなⅡ
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