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相中 玉雲 松山市漢字Ⅰ 井川 恵津子 四国中央市漢字Ⅰ佳作賞

池田 光男 松山市前　衛 石川 緑華 四国中央市漢字Ⅰ

井芝 五嶽 鬼北町漢字Ⅱ 一色 春雪 今治市漢字Ⅰ

伊藤 太一 松山市大　字佳作賞 稲見 草月 新居浜市漢字Ⅱ

井下 玉鳳 四国中央市漢字Ⅰ 岩田 和恵 松山市漢字Ⅱ毎日賞

大田 美香代 新居浜市漢字Ⅱ 岡部 真燧 今治市漢字Ⅰ

岡本 千萩 今治市漢字Ⅰ 冲永 郷子 松山市大　字

奥村 昭夫 松山市前　衛 奥村 壽 松山市漢字Ⅱ

奥村 由紀子 松山市前　衛 小倉 揮代 伊予市大　字

小倉 緑 松山市漢字Ⅱ 尾崎 ことみ 松前町漢字Ⅰ

越智 華香 今治市漢字Ⅰ 越智 由紅 新居浜市漢字Ⅰ

梶本 久美子 松山市漢字Ⅱ 勝川 翠鳳 八幡浜市漢字Ⅱ

金崎 峰萃 四国中央市漢字Ⅱ 金崎 峰萃 四国中央市漢字Ⅰ

金田 水静 今治市漢字Ⅰ 鎌田 扇舟 伊予市漢字Ⅰ

亀井 恵理子 伊予市漢字Ⅱ 亀井 要和 大洲市大　字

川井 郁男 松山市漢字Ⅱ 川崎 文恵 今治市漢字Ⅰ

神崎 江龍 松山市漢字Ⅱ 菅原 紗代 松山市大　字

熊谷 明子 松山市大　字 倉橋 陽虹 松山市漢字Ⅰ

栗林 麗葉 松山市漢字Ⅰ 黒河 靜山 西条市漢字Ⅰ

近藤 陽舟 四国中央市漢字Ⅰ 在間 香泉 西条市漢字Ⅰ

佐伯 紅暁 松山市漢字Ⅰ 坂本 汀霞 松山市大　字

佐々木 瑤月 新居浜市漢字Ⅱ 里見 玉優 松前町漢字Ⅰ

佐野 紅蓮 松山市漢字Ⅰ 茂川 霓舟 松前町漢字Ⅰ

下久保 彩苑 伊予市漢字Ⅰ 篠浦 初華 松山市漢字Ⅰ

篠原 華翔 四国中央市漢字Ⅰ 芝 玉彩 松前町漢字Ⅰ

清水 圭子 松山市近代詩 白岡 彩水 西条市漢字Ⅱ

末光 玉珠 松山市漢字Ⅰ 鈴岡 圭子 東温市漢字Ⅱ

鈴木 法華 四国中央市漢字Ⅰ 住田 玉柚 松前町漢字Ⅰ

清家 文香 愛南町前　衛 仙波 美恵子 松山市大　字

鷹尾 陽華 松山市漢字Ⅰ 田窪 紅鵞 今治市漢字Ⅱ

橘 矢栄 松山市漢字Ⅰ 田中 玉風 伊予市漢字Ⅰ

田中 佳子 伊予市漢字Ⅰ 田中 龍閃 今治市漢字Ⅰ

谷仲 圓鶴 大洲市漢字Ⅰ 谷脇 晶嶺 松山市漢字Ⅰ

田房 七七重 今治市漢字Ⅱ 俵 里紅 新居浜市漢字Ⅰ

千葉 岳遊 新居浜市漢字Ⅰ 土居 玉静 松山市漢字Ⅰ

遠山 竹童 四国中央市漢字Ⅰ 戸田 玉媛 松山市漢字Ⅰ

鳥山 大翔 今治市漢字Ⅰ 永井 良篤 松山市漢字Ⅱ

中川 玉澄 松山市漢字Ⅰ 中野 星華 松山市漢字Ⅰ

中野 昌子 今治市漢字Ⅰ 長野 瑞仙 今治市漢字Ⅰ

中藤 京子 伊予市漢字Ⅰ 難波江 江泉 西条市漢字Ⅰ

新山 千鶴 松山市大　字 西岡 映舟 伊予市漢字Ⅰ

西岡 朴雲 伊予市漢字Ⅰ 西村 彩風 松山市大　字

二宮 志聲 今治市漢字Ⅰ 野村 安希子 今治市大　字

乗松 佳香 松山市漢字Ⅱ 萩森 治美 松山市漢字Ⅱ秀作賞

秦 千壽 新居浜市漢字Ⅱ 服部 玉蓉 松山市漢字Ⅰ佳作賞

桧垣 青雨 今治市漢字Ⅱ 樋口 煌水 今治市漢字Ⅰ

日野林 華祥 松山市漢字Ⅰ 平林 光華 今治市漢字Ⅰ毎日賞

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 四国中央市漢字Ⅱ

藤岡 廣子 松山市大　字 藤谷 桃紅 松山市漢字Ⅰ

藤原 弘史 松山市漢字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
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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

水本 正翠 西条市漢字Ⅰ 宮内 雅秋 四国中央市漢字Ⅰ

宮内 玉燁 松山市漢字Ⅰ 向井 杏華 松山市漢字Ⅰ

向嶋 美代 西予市大　字毎日賞 向井田 瑶柳 松山市漢字Ⅰ

村上 玉筝 松前町漢字Ⅰ 村上 白峰 今治市漢字Ⅰ

森 恵玉 今治市漢字Ⅰ 森野 玉玲 松山市漢字Ⅰ

矢野 貴翔 今治市漢字Ⅰ 矢野 秋霞 今治市漢字Ⅱ

矢野 静粋 今治市漢字Ⅰ 山岡 蒼風 今治市漢字Ⅱ

山口 真由美 松山市前　衛 山崎 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 栄玉 西条市漢字Ⅰ 山本 香華 今治市漢字Ⅱ佳作賞

弓立 里美 松山市大　字 吉岡 仁美 松山市漢字Ⅱ

吉田 清桜 松山市漢字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

西河 杏果 松山市大　字 藤岡 萌 松前町漢字Ⅰ

渡部 紗予 松山市前　衛
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