
鳥取県

中国展   （鳥取県　島根県　岡山県　広島県）

秋久 幸翠 倉吉市漢字Ⅰ 生田 珠翠 琴浦町漢字Ⅰ

生田 翠龍 倉吉市漢字Ⅰ佳作賞 岡田 悦子 鳥取市大　字佳作賞

笠見 梅香 北栄町漢字Ⅰ 加嶋 翠蘭 倉吉市漢字Ⅰ

川口 相橋 米子市かなⅠ 河田 志翠 倉吉市漢字Ⅰ

木村 香翠 北栄町漢字Ⅰ 木村 禮三郎 鳥取市大　字

西古 春堂 米子市漢字Ⅰ 妻藤 江葉 倉吉市漢字Ⅰ

道祖尾 良苑 北栄町漢字Ⅰ 澤 芳蘭 鳥取市大　字

谷田 昭翠 倉吉市漢字Ⅰ 冨山 邦蘭 湯梨浜町漢字Ⅰ

西垣 絹香 倉吉市漢字Ⅰ 引田 恵華 北栄町漢字Ⅰ

廣田 憩亀 倉吉市漢字Ⅰ 福留 松華 倉吉市漢字Ⅰ

福留 千代華 北栄町漢字Ⅰ 松本 李南 鳥取市大　字

山岡 弘州 米子市近代詩 山崎 圭春 倉吉市漢字Ⅰ
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島根県

中国展   （鳥取県　島根県　岡山県　広島県）

青木 青雲 出雲市大　字 安達 雅子 益田市大　字

天野 康雲 出雲市漢字Ⅱ 五十嵐 百合 江津市前　衛

池田 美智子 浜田市漢字Ⅱ 板倉 満幸 大田市前　衛

岩本 悦子 益田市大　字 遠田 大穀 松江市大　字

大石 道子 益田市前　衛 大島 寿香 雲南市近代詩

奥原 翠嵐 松江市漢字Ⅰ 小田 厚美 益田市前　衛

笠田 邦園 浜田市前　衛 金折 秀涛 松江市近代詩

神谷 弘汀 松江市近代詩 川井 枝好 出雲市近代詩

川上 雅弘 大田市大　字佳作賞 川上 真理子 益田市前　衛秀作賞

川口 文子 益田市前　衛 川崎 沙織 益田市前　衛

河瀬 明 出雲市大　字 河瀬 法子 出雲市大　字

木村 萩月 松江市近代詩秀作賞 郷原 耕石 大田市大　字

古林 小径 雲南市漢字Ⅱ 坂井 幸子 浜田市前　衛秀作賞

坂井 寿美子 浜田市前　衛 佐々木 史子 江津市前　衛

清水 登峰 浜田市漢字Ⅱ 城市 勤女 益田市大　字

城市 霊泉 益田市大　字 須田 梓水 松江市近代詩

澄川 乙美 浜田市漢字Ⅱ 世羅田 忍 浜田市前　衛

曽根 幸博 浜田市前　衛 高橋 乙研 出雲市漢字Ⅱ

高見 芳柚 松江市近代詩 田尻 瀬舟 松江市近代詩

多々納 遊雲 益田市大　字 田中 藤子 浜田市前　衛

谷本 法子 浜田市漢字Ⅱ 田野島 孝江 浜田市前　衛

田原 万寿 益田市大　字 辻原 美和子 松江市大　字

土江 勁艸 出雲市大　字 寺道 芳舟 益田市前　衛

栂 美雪 松江市近代詩 豊内 由美 益田市大　字

豊田 実 益田市前　衛 中田 貞代 浜田市前　衛

中田 瑠園 浜田市前　衛 中山 瑞園 浜田市前　衛

長羅 典子 雲南市漢字Ⅱ 西川 禮子 江津市前　衛

野村 清美 浜田市漢字Ⅱ 長谷川 大道 松江市大　字

秦 鶴芳 松江市近代詩 弘津 憲子 益田市大　字

福田 寿石 出雲市大　字 藤井 至治 松江市近代詩

藤井 優恵 益田市大　字 藤田 汀香 松江市かなⅡ

古屋 効迺 益田市漢字Ⅱ 細田 青秀 松江市近代詩

本間 美智子 飯南町漢字Ⅱ 松崎 栄枝 益田市大　字

松崎 桂花 松江市近代詩 松崎 節花 松江市近代詩佳作賞

松原 大國 出雲市大　字 松本 真水 美郷町前　衛

三浦 隆子 浜田市前　衛 三谷 渓水 大田市大　字

宮崎 洋子 益田市前　衛 宮田 光楓 松江市近代詩

向田 善昭 浜田市前　衛 森田 純一 浜田市漢字Ⅰ

森長 美芳 松江市近代詩 森山 祥朗 大田市大　字

柳浦 望涛 松江市大　字 安田 素鴻 松江市近代詩

山崎 銀川 大田市大　字 山崎 美幸 大田市大　字

山根 幸子 浜田市漢字Ⅱ 吉岡 一鳳 松江市近代詩

若月 悦子 松江市大　字 和田 美芳 江津市前　衛佳作賞

渡辺 玄海 松江市大　字秀作賞 渡部 寛良 出雲市漢字Ⅱ
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岡山県

中国展   （鳥取県　島根県　岡山県　広島県）

浅野 墨泉 岡山市前　衛 朝山 敬岳 津山市近代詩

安藤 凌雲 倉敷市前　衛 飯沼 荘月 笠岡市漢字Ⅱ

板野 ちか子 岡山市かなⅠ 出口 仙華 倉敷市漢字Ⅱ

井上 玉堂 倉敷市漢字Ⅱ佳作賞 江原 幸堂 津山市漢字Ⅱ

延札 松翠 津山市近代詩佳作賞 大森 青風 倉敷市近代詩

岡野 紅蓉 総社市漢字Ⅱ 乙倉 翠芳 岡山市近代詩佳作賞

片山 翠象 美咲町近代詩 川崎 湖山 美作市近代詩

川野 雅峰 倉敷市近代詩 河本 青華 岡山市漢字Ⅱ

近土 清玉 玉野市漢字Ⅱ 迫田 光華 倉敷市近代詩

柴原 靖彦 岡山市漢字Ⅱ 白髭 響山 岡山市近代詩

千田 春月 倉敷市近代詩 曽田 章楷 岡山市大　字

高塚 春苑 岡山市前　衛 竹内 玲翠 勝央町漢字Ⅰ

津田 熊卿 赤磐市大　字 坪井 遊泉 玉野市漢字Ⅱ

仲井 紫寶 津山市近代詩 長家 豊丘 岡山市前　衛

仁川 紅薗 総社市漢字Ⅱ 貫名 桂峰 倉敷市近代詩

禾本 凛華 美咲町近代詩 原 博峰 倉敷市近代詩

春名 直子 美作市前　衛 福圓 玉舟 玉野市漢字Ⅱ

前田 花峰 倉敷市近代詩 真壁 雪堂 津山市近代詩毎日賞

箕岡 竹風 津山市近代詩 三宅 佳峰 倉敷市近代詩秀作賞

三宅 茂子 赤磐市漢字Ⅱ 三宅 真玉 倉敷市近代詩

村上 春渓 倉敷市近代詩 森 亀扇 岡山市近代詩

森川 育恵 倉敷市かなⅡ 守田 幸雲 岡山市近代詩

矢野 翠象 津山市近代詩 若田 文邑 真庭市近代詩

渡邊 雅径 倉敷市近代詩
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広島県

中国展   （鳥取県　島根県　岡山県　広島県）

秋吉 好美 広島市近代詩 阿部 華風 呉市かなⅡ

阿部 久美 福山市かなⅡ 新井 峯石 福山市漢字Ⅱ佳作賞

有留 有芯 大竹市前　衛 池田 竹葉 福山市漢字Ⅱ

石井 螢雪 呉市漢字Ⅱ 一崎 柏翠 広島市漢字Ⅰ

伊藤 恵蓉 熊野町かなⅠ秀作賞 伊藤 珠己 広島市漢字Ⅰ秀作賞

井上 清芳 福山市近代詩 井下 芹村 広島市漢字Ⅱ

今田 霞葉 広島市漢字Ⅰ佳作賞 上川 翠溪 三原市漢字Ⅰ

江草 英舟 神石高原町かなⅠ 榎並 紅華 広島市漢字Ⅰ

榎 泉苑 東広島市漢字Ⅱ佳作賞 大杉 翠峰 熊野町漢字Ⅰ

大町 齊邦 福山市前　衛毎日賞 岡野 三城 三原市漢字Ⅰ

岡本 知子 呉市前　衛 奥田 陽子 府中市かなⅠ佳作賞

小田 深秀 広島市漢字Ⅰ佳作賞 小田 瑞華 広島市近代詩

加栗 恵葉 東広島市漢字Ⅰ 梶岡 美和子 呉市前　衛

梶本 栖岳 広島市漢字Ⅰ 金澤 香翠 東広島市漢字Ⅰ

神笠 彩鳳 東広島市漢字Ⅰ 賀谷 雨葉 呉市かなⅡ

河上 酔蘭 呉市漢字Ⅱ 神田 亜貴江 広島市前　衛佳作賞

北川 益子 福山市かなⅠ秀作賞 木原 歌苑 広島市近代詩

木原 碧苑 東広島市漢字Ⅱ 木村 絹玉 福山市かなⅡ

木村 初江 熊野町かなⅠ 倉田 春萠 福山市漢字Ⅰ

栗栖 相節 広島市かなⅡ 河野 文 広島市漢字Ⅰ

河野 紫瑶 広島市漢字Ⅰ 小林 安耶 呉市前　衛

小林 舟弘 三原市かなⅠ 斉藤 浩子 呉市前　衛佳作賞

坂川 典子 世羅町かなⅡ 佐藤 由身子 福山市前　衛

島田 妙子 福山市前　衛佳作賞 清水 雲遊 呉市前　衛

下竹 白鳳 東広島市漢字Ⅰ 下田代 春祥 広島市漢字Ⅱ

杉下 弘峰 三次市漢字Ⅰ 杉本 美翠 府中市漢字Ⅱ

高中 桂華 広島市漢字Ⅱ 高橋 睦子 福山市かなⅠ

竹田 三彩 三次市漢字Ⅰ 竹久 清蘭 広島市漢字Ⅱ

竹本 清城 広島市漢字Ⅰ 田中 雅風 三次市漢字Ⅰ

田中 祥月 呉市かなⅡ 田邊 暢風 三次市漢字Ⅰ

田辺 玲扇 広島市漢字Ⅰ 谷本 哲子 福山市前　衛

田部 春月 呉市かなⅡ秀作賞 寺谷 陽風 東広島市漢字Ⅰ

土居 雪嶺 福山市前　衛 土居 泰翆 安芸高田市漢字Ⅰ

戸田 芭秀 福山市漢字Ⅱ 中井 如泉 熊野町漢字Ⅰ

中田 寶舟 廿日市市かなⅠ 中谷 逢玉 広島市漢字Ⅰ毎日賞

中村 芳龍 府中町近代詩 中本 由利子 呉市前　衛

野上 靜芳 広島市漢字Ⅰ 野中 桂月 広島市漢字Ⅱ

八反田 慶夕 東広島市漢字Ⅱ 花谷 径苑 府中市前　衛

林 淑香 海田町漢字Ⅱ 原 桜華 広島市漢字Ⅱ

原藤 常香 福山市かなⅠ 原本 芳翠 広島市近代詩

東川 静石 熊野町漢字Ⅰ 東田 舟南 広島市かなⅠ

弘兼 秀子 大竹市漢字Ⅱ 福永 水城 広島市漢字Ⅰ

藤井 浩治 尾道市漢字Ⅰ佳作賞 藤井 龍仙 広島市漢字Ⅰ

藤田 鵜舟 府中市かなⅠ 藤原 相珠 世羅町かなⅠ

古川 心翠 広島市漢字Ⅱ 堀川 珠翠 三次市漢字Ⅰ

升谷 俊香 府中市漢字Ⅱ 松田 朗子 広島市漢字Ⅱ

松田 眞扇 広島市漢字Ⅰ 馬屋原 筍彩 福山市漢字Ⅱ

三浦 玉芳 廿日市市漢字Ⅱ 水原 典子 呉市前　衛

三村 美喜重 福山市かなⅠ 宮原 心法 大竹市前　衛佳作賞

本山 雅山 海田町漢字Ⅰ秀作賞 山下 鳳舟 広島市漢字Ⅱ

山本 祥泉 呉市かなⅡ 横山 祥柳 東広島市漢字Ⅰ

吉次 舟雪 広島市かなⅠ 脇本 由美子 世羅町かなⅡ

渡邊 里彩 福山市前　衛 渡辺 里翠 府中市前　衛
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