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青木 由美子 高槻市かなⅡ 青柳 美扇 茨木市近代詩秀作賞

青柳 美扇 茨木市漢字Ⅰ 青柳 美扇 茨木市漢字Ⅱ

明石 満子 豊中市漢字Ⅰ 縣 愁水 熊取町近代詩

縣 尚平 熊取町漢字Ⅱ 朝山 吹香 吹田市かなⅡ

朝山 吹香 吹田市近代詩 東 金筝 池田市漢字Ⅱ

畔上 蕗翠 枚方市漢字Ⅱ 足立 元豊 熊取町近代詩

安達 良子 岸和田市近代詩 阿部 紫香 門真市漢字Ⅱ

阿部 紫香 門真市近代詩毎日賞 阿部 紫香 門真市漢字Ⅰ

新井 春麗 羽曳野市大　字佳作賞 新井 清真 羽曳野市漢字Ⅰ

荒木 游翔 堺市近代詩 粟野 輝泉 堺市漢字Ⅱ

粟野 輝泉 堺市大　字佳作賞 井池 政則 茨木市漢字Ⅰ

井池 政則 茨木市近代詩 伊賀 遊月 箕面市近代詩

伊賀 好美 高槻市漢字Ⅱ 伊賀本 妙智 大東市漢字Ⅰ佳作賞

井川 貴雪 吹田市漢字Ⅰ 生田 小扇 河内長野市近代詩

池崎 景春 堺市漢字Ⅱ佳作賞 池田 香里 高槻市漢字Ⅰ

池田 圭煌 枚方市漢字Ⅱ 池田 白龍 大阪市近代詩

石岡 弘子 豊中市近代詩 石田 明子 堺市近代詩

石田 禮子 池田市大　字 石津 汀花 大阪市近代詩

石橋 日出子 東大阪市近代詩 石橋 恵美 大阪市漢字Ⅱ

石本 彩心 東大阪市漢字Ⅱ 伊勢本 志峰 枚方市大　字

伊勢本 志峰 枚方市漢字Ⅱ 井田 光苑 大阪市漢字Ⅰ

井田 由美子 交野市近代詩佳作賞 市川 将義 大阪市漢字Ⅰ

市川 将義 大阪市大　字秀作賞 市原 涼風 阪南市漢字Ⅱ

伊藤 青桂 吹田市漢字Ⅱ 伊藤 青桂 吹田市漢字Ⅰ

伊藤 青晨 大阪市漢字Ⅰ 伊藤 白峰 高槻市漢字Ⅱ

伊藤 碧舟 堺市近代詩 糸原 吟泉 大阪市近代詩

稲治 和香 箕面市近代詩 乾 小華 河内長野市漢字Ⅱ

井上 敦子 箕面市漢字Ⅱ 井上 華雲 四條畷市近代詩

井上 紫芳 大阪市漢字Ⅰ 井上 慎介 枚方市近代詩

井上 晴苑 寝屋川市近代詩 井上 信子 寝屋川市漢字Ⅰ

井上 信子 寝屋川市かなⅡ 今木 筝蘭 大阪市大　字

井宮 英子 松原市近代詩 岩崎 愛泉 箕面市漢字Ⅱ

岩崎 香起 豊中市漢字Ⅱ 岩崎 玲子 堺市大　字

岩田 美雪 寝屋川市漢字Ⅰ 岩田 美弥 高石市かなⅡ

岩本 正信 羽曳野市近代詩 印藤 弘子 箕面市漢字Ⅱ

上田 琴秀 大阪市漢字Ⅰ 植田 たい子 大阪市近代詩

植田 とし子 八尾市漢字Ⅱ 上野 皎月 大阪市近代詩

植村 春霞 大阪市近代詩 上山 賀代 大阪市近代詩

後根 雷蕾 高槻市近代詩 控井 美隆 大阪市漢字Ⅰ

馬野 桂泉 岸和田市近代詩 梅園 陽華 八尾市近代詩

梅本 和恵 岸和田市近代詩 梅山 心美 大阪市近代詩佳作賞

浦口 海空 大阪市漢字Ⅰ 浦口 桃子 枚方市漢字Ⅱ秀作賞

浦口 桃子 枚方市近代詩 浦田 燈光 東大阪市漢字Ⅱ

江藤 仍香 松原市漢字Ⅰ 戎井 鈴佳 大阪市漢字Ⅱ

遠藤 響香 吹田市近代詩 麻植 真理 豊中市近代詩

大倉 安玉 枚方市近代詩 大倉 安玉 枚方市漢字Ⅱ

大塩 薫 大阪市漢字Ⅱ 大鹿 庭華 豊中市大　字

大鹿 庭華 豊中市漢字Ⅱ 大谷 麗芳 寝屋川市漢字Ⅰ

大出 博秀 羽曳野市漢字Ⅰ 大西 桂仙 茨木市漢字Ⅱ

大西 瑞扇 東大阪市漢字Ⅱ 大西 瑞扇 東大阪市漢字Ⅰ

大貫 加奈美 茨木市近代詩 大野 雪華 茨木市かなⅡ

大橋 香華 八尾市漢字Ⅰ 大橋 香華 八尾市漢字Ⅱ

大橋 玲沙 八尾市かなⅡ秀作賞 大橋 玲沙 八尾市近代詩

1/8 ページ



大阪府 （会友公募・公募）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

大平 如泰 枚方市漢字Ⅱ 大南 揚花 阪南市かなⅡ

大村 玉扇 大阪市かなⅠ 大森 友香子 大阪市近代詩

大宅 晴美 箕面市漢字Ⅱ佳作賞 岡島 碧水 大阪市漢字Ⅰ

岡田 吟月 大阪市近代詩 岡田 麗月 藤井寺市かなⅠ

岡田 麗月 藤井寺市大　字 岡野 桃香 東大阪市漢字Ⅱ

岡野 桃香 東大阪市漢字Ⅰ 岡橋 静舟 東大阪市近代詩

岡部 白蕾 東大阪市漢字Ⅱ 岡村 思穏 枚方市近代詩

岡本 永扇 東大阪市近代詩 岡本 克風 茨木市漢字Ⅰ

岡本 秀峰 高槻市漢字Ⅰ 岡本 秀峰 高槻市大　字

岡本 通子 大阪市大　字 岡本 幸江 大阪市近代詩

岡本 幸江 大阪市漢字Ⅰ 岡森 睦美 岸和田市漢字Ⅰ

奥田 佳織 大阪市近代詩 奥山 里香 大阪市近代詩

尾後 彩月 東大阪市漢字Ⅱ 尾崎 淑夙 交野市漢字Ⅱ佳作賞

豊中市大　字 小野沢 青遠 交野市大　字

折原 典子 熊取町漢字Ⅰ 垣本 敏尚 大阪市大　字

風早 喜峰 大阪市近代詩 鍛治 翠香 大阪市漢字Ⅱ佳作賞

梶 槙起 寝屋川市近代詩 梶田 翡舟 吹田市漢字Ⅱ

鹿島 月艸 摂津市大　字 梶原 一美 堺市近代詩

片岡 耕妙 茨木市漢字Ⅰ 香月 華舟 寝屋川市漢字Ⅱ

加藤 なるみ 寝屋川市近代詩 門川 龍山 枚方市近代詩

角谷 美雲 八尾市近代詩 金谷 吟峰 大阪市近代詩

金子 尚子 大阪市大　字 金重 暁子 貝塚市漢字Ⅰ

神尾 喜美恵 吹田市漢字Ⅱ 上西 康晧 大阪市刻　字

亀山 曜行 熊取町漢字Ⅱ 蒲地 柏翠 茨木市漢字Ⅱ

蒲地 柏翠 茨木市近代詩 栢野 耿心 枚方市近代詩

栢野 耿心 枚方市漢字Ⅱ 河内 菫香 豊中市近代詩

河岡 星扇 大阪市漢字Ⅱ 川口 彩耿 高槻市近代詩

川口 絮風 高槻市前　衛 川口 白舟 吹田市漢字Ⅱ

川口 白舟 吹田市漢字Ⅰ佳作賞 川口 万純 寝屋川市近代詩

川崎 荷舟 大阪市近代詩 川崎 ひとみ 大阪市近代詩

川端 真知子 東大阪市近代詩 川原 紀苑 河内長野市漢字Ⅱ

川村 龍岳 枚方市漢字Ⅰ 寒野 玲華 大阪市大　字

寒野 玲華 大阪市漢字Ⅰ 木内 恵秀 吹田市近代詩

木内 恵秀 吹田市漢字Ⅰ 菊池 秀蓮 堺市近代詩

木崎 眞理 東大阪市漢字Ⅰ 岸田 光明 大阪市漢字Ⅱ

岸田 光明 大阪市大　字 岸野 豊玉 泉大津市近代詩

貴島 巧玄 大阪市近代詩 貴島 祐玄 大阪市近代詩

貴島 祐玄 大阪市漢字Ⅱ 北川 飛雪 寝屋川市近代詩

北川 飛雪 寝屋川市大　字 北口 松星 堺市大　字

北口 白桐 枚方市漢字Ⅰ 北口 白桐 枚方市漢字Ⅱ

北口 白桐 枚方市かなⅡ 北浜 翠浦 吹田市漢字Ⅰ

北村 美舟 高槻市漢字Ⅱ 北山 竹景 藤井寺市かなⅡ

衣田 琴草 東大阪市漢字Ⅱ 木下 蕙心 枚方市漢字Ⅱ

木下 蕙心 枚方市大　字 木下 美沙 大阪市大　字

木下 美沙 大阪市漢字Ⅱ 木村 紫雪 大阪市近代詩

木村 紫雪 大阪市漢字Ⅱ 木村 翠嵐 大東市漢字Ⅰ

木村 翠嵐 大東市かなⅡ佳作賞 木村 豊清 東大阪市近代詩

木村 匡子 大阪市漢字Ⅰ 清澤 晴美 大阪市漢字Ⅱ

工藤 桂花 東大阪市漢字Ⅰ 工藤 桂花 東大阪市篆　刻

工藤 桂花 東大阪市近代詩 工藤 桂花 東大阪市かなⅡ

工藤 由扇 豊中市漢字Ⅰ 久保中 清雅 大阪市大　字

隈元 操 池田市漢字Ⅱ 久米 美南子 大阪市漢字Ⅱ

栗山 光子 箕面市漢字Ⅱ 黒田 香奈 吹田市大　字
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桑内 彩園 高槻市漢字Ⅱ 小石 江翠 大阪市かなⅡ

小出 卓哉 四條畷市前　衛 上坂 宣堂 大阪市かなⅡ

神前 青波 貝塚市大　字 糀谷 玉楓 大東市漢字Ⅰ

河内山 耕尚 箕面市漢字Ⅰ 小坂 彩逕 吹田市漢字Ⅱ

越野 峰司 大阪市漢字Ⅱ 小島 白蓮 大阪市漢字Ⅱ

越本 春苑 堺市漢字Ⅱ 越本 春苑 堺市大　字

小谷 佳人 和泉市近代詩 児玉 眞弓 熊取町漢字Ⅰ

古東 保胤 池田市漢字Ⅱ 後藤 倖白 大東市近代詩

小林 亜希子 大阪市近代詩 駒坂 梅秀 藤井寺市近代詩

小村 秀帆 交野市近代詩 米本 紫水 堺市漢字Ⅱ

菰田 朱篁 大阪市漢字Ⅰ 小森 瞳翠 寝屋川市漢字Ⅰ佳作賞

古家 滋筝 池田市漢字Ⅱ 小柳 昭月 寝屋川市漢字Ⅰ

小柳 豊喜 高槻市漢字Ⅱ 小柳 豊喜 高槻市近代詩

近藤 白典 豊中市近代詩 雑賀 棲月 豊中市近代詩

齋藤 筝節 大阪市漢字Ⅱ秀作賞 斎藤 文綵 枚方市近代詩

斎藤 文綵 枚方市漢字Ⅱ 斎藤 文綵 枚方市大　字

斎藤 芳清 大阪市篆　刻 齊藤 善昭 大阪市近代詩

坂井 恵美 大阪市大　字 坂口 和美 箕面市大　字

坂口 和美 箕面市漢字Ⅱ 笹川 遊香 箕面市近代詩

定久 吟麗 東大阪市漢字Ⅰ 定久 吟麗 東大阪市大　字佳作賞

定久 吟麗 東大阪市漢字Ⅱ 里 桂舟 大阪市漢字Ⅱ

佐藤 文雪 大阪市漢字Ⅱ 佐藤 文雪 大阪市近代詩

佐藤 莉音 高槻市漢字Ⅱ佳作賞 佐野 朴風 泉大津市漢字Ⅱ

佐野 朴風 泉大津市近代詩 澤田 翠葉 枚方市近代詩

塩貝 玉容 箕面市大　字 塩田 琴爽 大阪市大　字

塩出 喜燕 大阪市大　字 塩見 杏泉 大阪市漢字Ⅰ

重井 光舟 大阪市近代詩 篠原 吟花 大阪市かなⅡ

篠原 吟花 大阪市漢字Ⅰ 芝池 明美 羽曳野市近代詩

嶋 聖月 枚方市近代詩 島田 由扇 東大阪市漢字Ⅱ

島田 由扇 東大阪市漢字Ⅰ 嶋本 幸香 大阪市かなⅡ

清水 抱石 泉大津市漢字Ⅰ 下里 祐果 大阪市大　字

社納 千聖 茨木市漢字Ⅱ佳作賞 小路 彩光 大阪市大　字

醤野 定子 大阪市漢字Ⅱ 醤野 定子 大阪市大　字

白井 梗香 箕面市近代詩 白井 梗香 箕面市漢字Ⅱ

城野 渓風 東大阪市漢字Ⅱ 神藤 千佳 大阪市かなⅠ

進藤 一華 茨木市近代詩 杉岡 道子 寝屋川市大　字

杉岡 道子 寝屋川市漢字Ⅱ 杉岡 道子 寝屋川市近代詩佳作賞

鈴木 圭生 大阪市大　字 角谷 彩舟 大阪市漢字Ⅱ

角谷 彩舟 大阪市近代詩 住友 奈々 大阪市漢字Ⅰ

住吉 恵芳 堺市漢字Ⅰ佳作賞 須安 琳華 八尾市漢字Ⅱ

清 典子 大東市漢字Ⅱ 瀬戸 吉明 大東市かなⅡ

妹尾 菖彩 島本町近代詩 瀬山 小弦 箕面市漢字Ⅱ

瀬山 小弦 箕面市近代詩 杣友 登志子 箕面市近代詩

杣友 祐太 大阪市大　字 泰松 啓子 松原市大　字

高岡 雪華 枚方市近代詩佳作賞 高崎 美里 池田市漢字Ⅰ

高瀬 光瑤 寝屋川市かなⅠ 高田 修 東大阪市漢字Ⅰ

高田 夕美 吹田市近代詩 高谷 衣風 東大阪市近代詩

高橋 敬緯子 池田市漢字Ⅱ佳作賞 高橋 青紗 寝屋川市近代詩

高橋 青紗 寝屋川市漢字Ⅱ 高橋 青紗 寝屋川市かなⅡ

高谷 吟舟 高槻市漢字Ⅱ 滝口 北翠 東大阪市漢字Ⅱ

羽曳野市近代詩 竹口 亜希 貝塚市大　字

竹口 亜希 貝塚市漢字Ⅱ 竹口 万梨 貝塚市大　字

武田 踏雪 大阪市近代詩 武田 美香 池田市大　字
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竹中 萩琴 大阪市漢字Ⅱ 武生 京子 寝屋川市近代詩

武本 邑紅 貝塚市漢字Ⅱ 武本 邑紅 貝塚市大　字

田坂 翠楓 枚方市近代詩 田崎 恵太 交野市近代詩

舘 和典 岸和田市近代詩 立花 一游 東大阪市近代詩

田中 喜美枝 大阪市かなⅠ 田中 紅園 茨木市近代詩

田中 心花 大阪市近代詩 田中 静晏 大阪市近代詩

田中 清琴 枚方市漢字Ⅰ佳作賞 田中 清琴 枚方市漢字Ⅱ

田中 清琴 枚方市大　字 田中 孝俊 八尾市近代詩

田中 奈美 大阪市漢字Ⅱ 田中 奈美 大阪市近代詩

田中 布美江 箕面市漢字Ⅱ 田中 布美江 箕面市近代詩

谷 春径 吹田市大　字 谷川 耕宏 茨木市漢字Ⅰ

谷口 渓泉 吹田市近代詩 田村 雨生 四條畷市近代詩

田村 瑞紗 貝塚市漢字Ⅱ 田村 池春 池田市大　字

津川 光月 大阪市漢字Ⅰ佳作賞 津川 利子 大阪市漢字Ⅰ

都志 理恵子 大阪市近代詩 都志 理恵子 大阪市漢字Ⅰ

都志 理恵子 大阪市漢字Ⅱ秀作賞 辻 胡桃 貝塚市漢字Ⅰ秀作賞

辻 聖華 大阪市漢字Ⅱ秀作賞 辻 聖華 大阪市近代詩

辻田 久美子 松原市近代詩 辻田 久美子 松原市漢字Ⅱ毎日賞

辻村 皓芝 大阪市近代詩 辻元 美咲 河南町漢字Ⅰ

辻元 美咲 河南町近代詩 津田 枝耀 池田市漢字Ⅰ

津田 枝耀 池田市大　字 土橋 影月 高槻市漢字Ⅰ

筒井 小楓 高槻市漢字Ⅱ 筒井 小楓 高槻市大　字

寺田 杏香 箕面市近代詩 寺前 華扇 門真市大　字秀作賞

土居 早苗 藤井寺市刻　字 堂園 慶子 大阪市前　衛

遠嶽 瞳月 枚方市漢字Ⅰ 徳永 夢又 島本町前　衛

徳原 紅花 箕面市近代詩 利守 由佳理 堺市近代詩

轟 静志 高槻市漢字Ⅰ 冨永 恵雪 吹田市漢字Ⅰ

豊田 小雅 大阪市近代詩 豊田 小雅 大阪市漢字Ⅱ秀作賞

豊田 小雅 大阪市漢字Ⅰ 中井 紫雷 高槻市近代詩

中井 美香 柏原市漢字Ⅱ 中井 美香 柏原市かなⅡ

中井 美香 柏原市漢字Ⅰ 永井 幸美 豊中市刻　字

永川 春流 大阪市漢字Ⅱ 永川 碧水 大阪市漢字Ⅰ佳作賞

中澤 茜舟 大阪市かなⅡ 中島 光薫 東大阪市大　字

中島 光薫 東大阪市漢字Ⅱ 中島 光薫 東大阪市漢字Ⅰ

中島 松翠 枚方市漢字Ⅱ秀作賞 長島 緋色 大阪市漢字Ⅱ

長島 緋色 大阪市かなⅡ 長門 柏翠 茨木市漢字Ⅱ

長門 柏翠 茨木市漢字Ⅰ 中西 桂芳 藤井寺市漢字Ⅰ

仲庭 天祥 河南町篆　刻 中野 聖沙 大阪市漢字Ⅰ

中野 聖沙 大阪市漢字Ⅱ 長濱 由佳 東大阪市前　衛

中道 敏子 島本町近代詩 中道 敏子 島本町漢字Ⅱ

中道 敏子 島本町大　字 中村 和美 箕面市近代詩

中村 桂雲 大阪市近代詩 中邨 翠香 枚方市近代詩

中村 青妙 高槻市近代詩 中村 桃李 交野市近代詩

中村 麻耶 和泉市近代詩 長村 紅寿 枚方市近代詩

成田 光鶴 豊中市漢字Ⅰ 成瀬 栞鳳 大阪市近代詩

南里 紀照 東大阪市漢字Ⅱ 南里 紀照 東大阪市漢字Ⅰ

南里 紀照 東大阪市近代詩佳作賞 西江 桃花 大東市近代詩

西尾 華風 堺市漢字Ⅰ 西尾 穂景 東大阪市近代詩

西尾 穂景 東大阪市漢字Ⅱ 西尾 穂景 東大阪市漢字Ⅰ佳作賞

西川 明子 柏原市大　字 西川 明子 柏原市漢字Ⅱ

西出 青藍 貝塚市大　字 西出 鈴華 八尾市漢字Ⅱ

西出 鈴華 八尾市漢字Ⅰ 西野 紫雲 和泉市漢字Ⅰ

西村 彩葉 東大阪市近代詩 西村 彩葉 東大阪市大　字
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西村 菁雨 東大阪市漢字Ⅱ 西村 典芳 豊中市近代詩

西村 露柊 和泉市漢字Ⅰ 西山 幸子 大阪市近代詩

布引 禎士 東大阪市漢字Ⅱ 沼田 紫萋 寝屋川市漢字Ⅰ

野口 清香 豊中市漢字Ⅱ 野口 清香 豊中市漢字Ⅰ

野口 麗舟 羽曳野市漢字Ⅰ 埜倉 加津 箕面市漢字Ⅱ

野村 長子 池田市大　字 野村 長子 池田市漢字Ⅱ

萩原 淑草 交野市近代詩 橋場 和子 大阪市かなⅡ

橋本 安希子 吹田市前　衛 橋本 安希子 吹田市漢字Ⅱ佳作賞

橋本 凌花 大阪市漢字Ⅱ 橋本 凌花 大阪市近代詩

蓮尾 美翠 交野市近代詩 長谷川 笑美子 熊取町前　衛

長谷川 子幽 大阪市近代詩 長谷川 千依乃 大阪市前　衛佳作賞

畑 万里子 大阪市漢字Ⅰ 秦井 祥雅 太子町近代詩

羽多野 正廣 八尾市刻　字 服部 睦子 茨木市漢字Ⅱ

服部 睦子 茨木市大　字 浜崎 聖陽 摂津市近代詩

浜崎 聖陽 摂津市漢字Ⅰ 濵田 竹信 泉南市刻　字

林 琴艸 泉大津市近代詩 林 春華 大阪市漢字Ⅱ

林 良子 泉佐野市大　字 林田 明華 大東市近代詩

原 蘭桂 箕面市漢字Ⅱ 原 蘭桂 箕面市漢字Ⅰ

原井 隆峯 茨木市漢字Ⅰ 原口 華那 堺市近代詩

原口 華那 堺市漢字Ⅱ 東野 智游 大阪市漢字Ⅱ

東野 倫子 松原市漢字Ⅰ 東森 五葉 寝屋川市漢字Ⅱ

樋口 花亭 八尾市漢字Ⅱ 樋口 花亭 八尾市近代詩

樋口 紅雨 大阪市近代詩 樋口 沙慧 吹田市大　字

樋口 沙慧 吹田市漢字Ⅰ佳作賞 樋口 祥玉 大東市漢字Ⅰ

樋口 祥玉 大東市漢字Ⅱ 樋口 翠峰 茨木市漢字Ⅱ

箕面市漢字Ⅰ 日田 妙風 藤井寺市かなⅡ

日野 志保 堺市漢字Ⅱ 平岡 章太 豊中市近代詩

平川 紅舟 東大阪市近代詩 平松 夕麗 大東市漢字Ⅰ

平松 夕麗 大東市大　字 平山 蘭淑 大阪市漢字Ⅰ

平山 蘭淑 大阪市漢字Ⅱ 平山 蘭淑 大阪市かなⅡ

廣田 智美 箕面市近代詩 広田 碧水 茨木市漢字Ⅰ佳作賞

広田 碧水 茨木市漢字Ⅱ 廣橋 雲心 柏原市漢字Ⅱ

廣橋 雲心 柏原市近代詩 福井 真由美 大阪市大　字

福島 瑞恵 東大阪市漢字Ⅱ 福島 蒼風 大阪市大　字

福田 智武 大阪市かなⅡ 福田 智武 大阪市近代詩

福田 真瑠 東大阪市近代詩 福地 美枝 大阪市大　字

福永 幸子 寝屋川市大　字 藤岡 翠雲 和泉市漢字Ⅰ

藤木 江里 岸和田市近代詩 藤田 都風 大阪市漢字Ⅰ

藤田 美篝 吹田市漢字Ⅱ 藤戸 朝子 大阪市刻　字

藤野 水精 枚方市漢字Ⅰ 藤本 杏樹 富田林市大　字

藤本 紫苑 藤井寺市近代詩 藤原 聖美 八尾市漢字Ⅰ

藤原 史崇 大阪市漢字Ⅱ佳作賞 藤原 史崇 大阪市近代詩

藤原 史崇 大阪市漢字Ⅰ 藤原 蓮月 大東市漢字Ⅱ佳作賞

渕上 華峰 門真市漢字Ⅱ 渕上 華峰 門真市近代詩

渕田 鳴雪 高槻市漢字Ⅱ 船江 千恵子 大阪市前　衛

船谷 澄香 泉南市漢字Ⅰ フランチェスカ 若葉 堺市大　字

古井 清蘭 和泉市漢字Ⅱ 古川 清美 豊中市近代詩

古川 智笙 堺市漢字Ⅱ 古薗 重喜 堺市漢字Ⅱ

古谷 直美 泉佐野市漢字Ⅱ 古山 雷葉 高槻市近代詩

平郡 純子 茨木市漢字Ⅱ 平郡 多恵子 箕面市かなⅡ

別所 幸葉 枚方市近代詩 別宮 梨沙 大阪市近代詩

別宮 梨沙 大阪市漢字Ⅱ 寶上 小春 河内長野市近代詩

外薗 小紅 大阪市漢字Ⅱ 外薗 小紅 大阪市漢字Ⅰ
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細見 珠宴 寝屋川市漢字Ⅰ 堀 光縁 大阪市近代詩

堀川 育子 大東市近代詩 堀本 祐圭 堺市漢字Ⅱ

本田 賀艸 柏原市漢字Ⅱ毎日賞 本田 賀艸 柏原市大　字

本多 佳奈 大阪市漢字Ⅱ 本田 陽子 大阪市漢字Ⅰ

前川 静子 大阪市漢字Ⅰ 前川 容子 大阪市漢字Ⅰ

前田 耕作 貝塚市大　字 前田 素雪 八尾市大　字

前田 素雪 八尾市漢字Ⅱ 前田 流穂 大阪市近代詩

前畑 一翠 交野市近代詩 牧野 碧雲 摂津市漢字Ⅱ

牧野 碧雲 摂津市漢字Ⅰ 正岡 錦笠 池田市漢字Ⅱ

正田 和之 貝塚市大　字 正田 和之 貝塚市漢字Ⅱ秀作賞

松下 慶風 茨木市漢字Ⅰ佳作賞 松下 弥生 岸和田市近代詩

松藤 比登 泉佐野市近代詩佳作賞 松宮 弘子 羽曳野市近代詩

松村 佐幽 大阪市漢字Ⅰ 松村 小毬 大阪市近代詩佳作賞

松本 淳子 豊中市漢字Ⅱ 松本 佳峯 松原市漢字Ⅰ

松本 定夫 羽曳野市近代詩 丸谷 京子 大阪市漢字Ⅰ

丸山 昌桜 高石市大　字 水江 美喜子 八尾市かなⅡ

水野 雅峯 大阪市近代詩 水野 恵子 堺市漢字Ⅱ

水野 鳳瓔 熊取町近代詩 水野 鳳瓔 熊取町かなⅡ

溝呂木 典子 大阪市近代詩 道田 紅彩 羽曳野市漢字Ⅰ

道田 紅彩 羽曳野市かなⅠ 光永 篤諒 寝屋川市漢字Ⅰ

南 和稔 太子町近代詩 南 秀馨 大阪市かなⅡ

南 春陽 太子町近代詩 南川 渓舟 寝屋川市漢字Ⅰ

南川 渓舟 寝屋川市漢字Ⅱ 南野 穂乃 寝屋川市近代詩

宮川 祐子 大阪市漢字Ⅱ 宮崎 光瑤 高槻市漢字Ⅱ佳作賞

宮崎 竹堂 茨木市漢字Ⅰ 宮下 夢躍 寝屋川市漢字Ⅰ

宮野 清翠 豊中市漢字Ⅱ佳作賞 宮本 和明 池田市漢字Ⅰ

宮本 直美 寝屋川市近代詩 宮本 直美 寝屋川市漢字Ⅰ

宮本 直美 寝屋川市大　字 宮本 峯子 箕面市大　字

向井 小泰 枚方市近代詩 村上 応彦 羽曳野市漢字Ⅰ

村上 応彦 羽曳野市漢字Ⅱ 村中 孝一 豊中市近代詩

村中 孝一 豊中市漢字Ⅱ 村松 賀美 大阪市かなⅠ

米良 由実子 枚方市近代詩 百瀬 奏風 東大阪市漢字Ⅱ

百瀬 奏風 東大阪市近代詩 百瀬 奏風 東大阪市漢字Ⅰ

森 秋麗 吹田市近代詩 森 聖泉 摂津市近代詩

森川 佳甫 枚方市刻　字毎日賞 森崎 恵彬 枚方市近代詩

森島 素秋 寝屋川市近代詩 森宗 佑月 高石市近代詩

森田 和美 八尾市漢字Ⅱ 森田 和美 八尾市近代詩

森田 忍 八尾市漢字Ⅰ 森田 雅子 吹田市漢字Ⅰ

森田 玲舟 堺市近代詩 森本 研齋 四條畷市近代詩

森本 春蘭 岸和田市漢字Ⅰ 森本 小玉 河内長野市近代詩

森本 涼香 豊中市近代詩 森本 由佳 東大阪市前　衛

諸正 雪麗 大阪市近代詩 矢川 美穂 大阪市近代詩佳作賞

柳生 史織 東大阪市近代詩 柳生 春雷 東大阪市漢字Ⅱ

安井 秀哉 柏原市漢字Ⅰ 安井 秀哉 柏原市近代詩

安原 明古 熊取町漢字Ⅱ 藪内 立葵 茨木市近代詩

山内 敬子 大阪市近代詩 山内 松琴 大阪市漢字Ⅰ

山岸 麗祥 寝屋川市かなⅡ 山岸 麗祥 寝屋川市大　字

山口 珠香 堺市かなⅡ 山口 寿子 寝屋川市大　字

山口 真貴江 枚方市近代詩 山口 真貴江 枚方市漢字Ⅰ

山口 蘭秀 堺市近代詩 山崎 延世 箕面市近代詩

山崎 洋子 羽曳野市近代詩 山下 希篠 熊取町漢字Ⅱ

山下 景子 豊能町漢字Ⅰ 山田 慶樹 堺市漢字Ⅰ

山田 恵泉 箕面市漢字Ⅱ 山田 天葉 茨木市漢字Ⅱ
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山田 美萠 吹田市近代詩 山中 春雪 八尾市近代詩

山根 鷺虹 島本町大　字 山根 鷺虹 島本町漢字Ⅱ

山根 鷺虹 島本町漢字Ⅰ 山野 英華 大阪市漢字Ⅰ

山野 香花 堺市近代詩 山本 江花 柏原市漢字Ⅱ

山本 秀峰 大阪市近代詩 山本 穂香 和泉市大　字

寝屋川市漢字Ⅰ 山本 美穂 高槻市近代詩

山脇 香梢 交野市近代詩 由上 百花 吹田市漢字Ⅰ

由上 百花 吹田市漢字Ⅱ 雪本 恵巳 岸和田市近代詩

横田 琴秀 門真市漢字Ⅱ 横谷 和代 枚方市近代詩

吉川 美加 高槻市近代詩 吉田 恵心 吹田市漢字Ⅱ

葭田 結心 枚方市漢字Ⅰ 吉中 草風 枚方市漢字Ⅰ

吉中 草風 枚方市漢字Ⅱ 吉原 和聖 吹田市漢字Ⅱ

吉原 和聖 吹田市近代詩佳作賞 芳邨 秋潮 大阪市漢字Ⅱ

米尾 翼舟 吹田市漢字Ⅱ 脇田 蘭舟 大阪市漢字Ⅰ

脇田 蘭舟 大阪市漢字Ⅱ 脇田 蘭舟 大阪市近代詩

和田林 黎光 池田市漢字Ⅱ
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生田 智紗 貝塚市漢字Ⅰ 池上 裕人 茨木市近代詩

池田 悠莉 八尾市漢字Ⅱ 一井 星麗永 大阪市漢字Ⅰ

一柳 芽衣 箕面市かなⅡ 稲垣 峰雲 大阪市近代詩

植村 青玄 大阪市近代詩 浦上 悠華 八尾市近代詩

浦上 悠華 八尾市漢字ⅡU23新鋭賞 大西 希光 東大阪市漢字Ⅱ

大西 希光 東大阪市近代詩 大濱 寿法 東大阪市漢字Ⅱ

大星 勇峰 八尾市漢字Ⅱ 岡崎 百香 大東市漢字Ⅱ

神西 安純 枚方市近代詩 神澤 茉由子 茨木市漢字ⅡU23奨励賞

貴島 祥蘭 大阪市漢字Ⅱ 北浦 斐娜 寝屋川市漢字Ⅰ

木下 亜美 大阪市漢字Ⅱ 清末 扶右妃 高槻市漢字Ⅱ

久保 明莉 茨木市漢字Ⅱ 久保 せりか 東大阪市近代詩

久保 せりか 東大阪市漢字Ⅱ 後藤 侑生 東大阪市漢字ⅡU23奨励賞

小山 紗季 豊中市大　字 小山 夏希 茨木市近代詩

坂元 駿太 豊中市近代詩 佐佐木 之祐 寝屋川市漢字Ⅰ

澤田 至文 大阪市近代詩 澤田 至文 大阪市漢字Ⅱ

至田 圭希 藤井寺市近代詩 嶋貫 公美 大阪市近代詩

白井 佳菜 岸和田市近代詩U23奨励賞 鈴木 七星 箕面市漢字Ⅰ

鷹野 真佑 箕面市漢字Ⅱ 武田 翠龍 枚方市近代詩

立田 幹大 大阪市漢字Ⅱ 田中 碧乃 富田林市近代詩

田中 望愛 大阪市漢字Ⅱ 田中 望愛 大阪市大　字

弾 光栞 箕面市かなⅡ 土屋 桃子 東大阪市漢字Ⅱ

豊留 真利 枚方市近代詩 中島 有紀 守口市近代詩

難波 穂乃香 大阪市大　字 西江 紘基 大東市近代詩

西田 桃香 茨木市近代詩 野田 真由 茨木市漢字Ⅰ

林田 茉優 泉南市近代詩 東村 桃花 大東市漢字Ⅱ

平川 香恋 藤井寺市漢字ⅡU23新鋭賞 平川 香恋 藤井寺市漢字Ⅰ

平川 香恋 藤井寺市近代詩 平川 汐南 藤井寺市漢字Ⅰ

平川 汐南 藤井寺市漢字Ⅱ 平川 汐南 藤井寺市近代詩

藤田 青楓 箕面市近代詩 藤浪 佐也圭 岸和田市漢字Ⅰ

船富 咲希 堺市漢字Ⅰ 前迫 蒼衣 大阪市漢字Ⅰ

前畑 柾胡 交野市近代詩 松尾 紗名 枚方市近代詩

丸若 理央 堺市近代詩U23新鋭賞 三嶋 柚心 藤井寺市漢字Ⅱ

宮崎 玲風 四條畷市近代詩U23奨励賞 宮崎 玲風 四條畷市漢字Ⅱ

村田 樹優 堺市近代詩 森 楓花 富田林市漢字Ⅱ

八城 令晨 大阪市漢字Ⅰ 山田 多美 貝塚市漢字ⅡU23奨励賞

山本 優里 大阪市大　字 山本 優里 大阪市漢字ⅡU23奨励賞
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