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巡回作品　会員:84点(84名)　会友:4点(2名)　一般:6点(3名)　　広島会員:1点(1名)　広島会友:6点(4名)　一般:17点(16名)　合計118点(110名)
ふりがな 氏　名 ふりがな 氏　名 広島作品 ふりがな 氏　名

1 会員 いしづき すすむ ⽯附 進 46 会員 たておか かずこ 楯岡和⼦ 広島会員
2 会員 あいざわ みちこ 相澤道⼦ 47 会員 わたなべ しずこ 渡辺倭⽂⼦ 1 会員 たかまつよしゆき ⾼松 良幸
3 会員 たなか りょう ⽥中 良 48 会員 いまむら さちこ 今村幸⼦ 広島会友
4 会員 よしい えいじ 吉井英⼆ 49 会員 ひだか みえ ⽇髙実枝 2 会友 ひがきとしこ 檜垣敏⼦
5 会員 かがわ たけし ⾹川 猛 50 会員 めた やすき ⽶⽥安希 3 会友 かねおりふみお ⾦折⽂男
6 会員 にし けんきち ⻄ 健吉 51 会員 こいで かずえ ⼩出和枝 4 会友 くらもといくお 倉本郁夫
7 会員 くろかわ あきお ⿊川彰夫 52 会員 おおわき はるみ ⼤脇春美 5 会友 たはらはじめ ⽥原 馨
8 会員 おざき いさお 尾崎 功 53 会員 こぼき ゆういち 古保⽊雄⼀ 広島⼀般
9 会員 まつだ あさあき 松⽥朝旭 54 会員 ふじたに たかし 冨⼠⾕ 隆 6 ⼀般 あまのきよこ 天野紀代⼦
10 会員 なかはら ふみお 中原史雄 55 会員 かみむら いくこ 上村育⼦ 7 ⼀般 えんどうみわこ 遠藤美和⼦
11 会員 いちじょう きよあき ⼀乗清明 56 会員 ささき さとか 佐々⽊⾥華 8 ⼀般 おかもとれいこ 岡本礼⼦
12 会員 きど せいろう ⽊⼾征郎 57 会員 たかぎ かずこ ⾼⽊和⼦ 9 ⼀般 まみくぼふみこ 上久保富美⼦
13 会員 たきざわ たかふく 瀧澤賢福 58 会員 たむら かずお ⽥村⼀男 10 ⼀般 かねやすしな 兼安志奈
14 会員 しみず みきお 清⽔幹男 59 会員 ふじたに すすむ 藤⾕ 進 11 ⼀般 かんだたまお 神⽥珠⽣
15 会員 かわうち さとる 川内 悟 60 会員 ありいずみ がく 有泉 學 12 ⼀般 さとうちかこ 佐藤史⼦
16 会員 のむら みそら 野村みそら 61 会員 おいかわ ひでゆき 及川英之 13 ⼀般 しぶやなおこ 渋⾕直⼦
17 会員 ふたついし つなお ⼆⽯綱夫 62 会員 きたむら みか 北村美佳 14 ⼀般 たからいとしえ 寶井淑枝
18 会員 さんご かつひろ 三後勝弘 63 会員 すずき しょうじ 鈴⽊章司 15 ⼀般 にしはらむつお ⻄原六夫
19 会員 なかじま としあき 中島敏明 64 会員 たかはた あきら ⾼畑 彰 16 ⼀般 ますはられいこ 益原礼⼦
20 会員 うぶかた じゅんいち ⽣⽅純⼀ 65 会員 なかむら のぶ ナカムラ 延 17 ⼀般 みずたひろこ ⽔⽥博⼦
21 会員 つるおか よしあきら 鶴岡義詮 66 会員 まぶち ひさこ ⾺渕寿⼦ 18 ⼀般 みずのくにお ⽔野邦夫
22 会員 むとう ていいち 武藤挺⼀ 67 会員 にしきぎ まよ 錦⽊眞葉 19 ⼀般 むらおかくみこ 村岡久美⼦
23 会員 やまなか のぶあき ⼭中宣明 68 会員 のぐち あつこ 野⼝睦幸 20 ⼀般 もりたけこ 森 武⼦
24 会員 もりおか けんじ 森岡謙⼆ 69 会員 もちはら のぶひさ 餅原宣久 21 ⼀般 もりもとけいこ 森本啓⼦
25 会員 ほりお いちろう 堀尾⼀郎 70 会員 やまさき みえこ ⼭﨑美恵⼦
26 会員 おおまつ みねお ⼤松峯雄 71 会員 おおくぼ りつこ ⼤久保リツ⼦
27 会員 すどう あいこ 須藤愛⼦ 72 会員 きむら りかこ ⽊村利加⼦
28 会員 たうらてつや ⽥浦哲也 73 会員 たかやま まさあきら ⾼⼭章亮
29 会員 ぬま すえお 沼 末男 74 会員 ねぎ さとる 根⽊ 悟
30 会員 いりさ みなこ ⼊佐美南⼦ 75 会員 はせがわ しょうぞう ⻑⾕川昭三
31 会員 はなわ たまよ 塙 珠世 76 会員 さかい としこ 酒井とし⼦
32 会員 ますい あやみ 桝井絢美 77 会員 しまだ みどり 嶋⽥みどり
33 会員 みずたに そやお ⽔⾕征⽮⽣ 78 会員 のびら ともひろ 野平智広
34 会員 よこまえ ひでゆき 横前秀幸 79 会員 やました かじん ⼭下かじん
35 会員 おざき ゆきこ 尾崎ゆき⼦ 80 会員 たかみ あい 髙⾒ 愛
36 会員 しらい ひろこ ⽩井紘⼦ 81 会員 やまぐち ひろし ⼭⼝博司
37 会員 のぶくに せんじ 信國宣⼆ 82 会員 おの ゆきこ ⼩野由紀⼦
38 会員 ほんま ちえこ 本間千恵⼦ 83 会員 みやけ あつこ 三宅敦⼦
39 会員 きわき ひでこ ⽊脇秀⼦ 84 会員 いしばしくにお ⽯橋国夫
40 会員 あずまい くにお 東井邦夫
41 会員 あおき ひさし ⻘⽊ 悠 85 会友 ほりたに りえ 堀⾕莉恵
42 会員 おおぶち まみこ ⼤渕万弥⼦ 86 会友 ひらばやし なおや 平林直哉
43 会員 きとう きょうこ ⻤頭恭⼦ 87 ⼀般 のぐち あきら 野⼝ 晃
44 会員 いのうえ ゆみこ 井上由美⼦ 88 ⼀般 はるき りん 春⽊ 凛
45 会員 たけだ みちこ 武⽥美智⼦ 89 ⼀般 なかざわ すみよ 中澤純代
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