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【書の部】 （順不同・敬称略）

氏　　名 作　品　名 賞 在住地 氏　　名 作　品　名 賞 在住地

［グランプリ賞］ ［銀賞］

山本　喜舟 雲龍の柳 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 熊本県 井上　泰代 題璿公山池 銀賞 東京都

大塚　栄子 古今和歌集 紀貫之 銀賞 東京都

［特賞］ 神田　暢子 福生於無為 銀賞 東京都

荒井　剛 玄遠 特賞 東京都 菅原　知子 日月自明 銀賞 東京都

飯田　亜希子 竹 特賞 京都府 助川　綾泉 フラガール～虹を～ 銀賞 東京都

加藤　純一郎 天翔る竜 特賞 東京都 助川　綾泉 李郢詩 銀賞 東京都

坂井　伸太郎 快哉 特賞 東京都 富樫　隆子 古今和歌集より 銀賞 東京都

塩路　育久子 陶淵明詩 特賞 大阪府 永井　友子 扇引薫風 銀賞 兵庫県

下風　恒子 遊東田 特賞 兵庫県 中根　志都 龍興致雲 銀賞 東京都

竹内　章訓 王鐸臨書 特賞 東京都 中村　美智子 江海 銀賞 京都府

田中　春美 紅樓院應制 特賞 宮城県 平岡　育子 題知らず 銀賞 東京都

鶴田　玲子 あかねさす 特賞 福岡県 藤枝　栄 般若（智恵） 銀賞 東京都

徳田　富美恵 拾遺和歌集 特賞 石川県 緑川　紅桃 高村光太郎詩 銀賞 東京都

中井　宏次 白居易詩 特賞 千葉県 椋棒　珠々子 寒中の竹 銀賞 滋賀県

中井　宏美 観猟 特賞 岐阜県 山名　瑞代 一本の道（かな） 銀賞 鹿児島

中村　美智子 天 特賞 京都府

原嶋　京子 柿本人麻呂の歌 特賞 埼玉県 ［銅賞］

福本　佐紀 後撰和歌集より 特賞 神奈川 有賀　寿子 生命 銅賞 東京都

藤本　早穂 遊山西村 特賞 兵庫県 磯谷　久美子 雲空 銅賞 東京都

松原　悦美 沙羅の花 特賞 神奈川 岩本　桃房 素性法師の歌 銅賞 東京都

緑川　紅桃 赤壁賦（蘇東坡） 特賞 東京都 大石　靖子 漢詩（史鑑） 銅賞 東京都

森元　多恵子 絶句 特賞 北海道 大島　裕行 石川啄木の歌 銅賞 東京都

安田　沙穂 風 特賞 京都府 小鷹　幸子 竹樹更清幽 銅賞 東京都

小原　恵美子 鬼 銅賞 東京都

［金賞］ 菊地　秀子 天遊 銅賞 北海道

石田　素美 自作句４首 金賞 長野県 草間　天耀 深夜の雪 銅賞 栃木県

梅澤　賀州 雪嶺 金賞 東京都 久保田　泰子 万葉集から 銅賞 千葉県

榎阪　昭則 臨寸松庵色紙 金賞 大阪府 小西　真紀 雪夜の景 銅賞 京都府

大石　靖子 古今和歌集 金賞 東京都 桜井　郁子 陸放翁詩 銅賞 東京都

大塚　智子 有所不為 金賞 東京都 笹　節子 紀貫之和歌 銅賞 東京都

菊地　寿栄 種田山頭火 金賞 愛知県 笹淵　美里 木鶏 銅賞 熊本県

草間　天耀 游靈隱高峯塔 金賞 栃木県 志村　優美子 絆 銅賞 東京都

高橋　清美 千紫万紅 金賞 東京都 須賀　恵子 幽蘭 銅賞 東京都

多賀谷　友紀 柳緑花紅 金賞 東京都 田中　春美 水聲山色 銅賞 宮城県

田中　雲舟 唐伯虎詩 金賞 宮崎県 栂村　りよ子 山家集 銅賞 東京都

坪川　活資 新古今和歌集より 金賞 東京都 德田　有宏 楽 銅賞 東京都

藤枝　洋子 右軍 金賞 東京都 藤本　早穂 やまぶきの花 銅賞 兵庫県

前田　宗哲 孫秋生劉起祖等造像記 金賞 愛知県 堀　栄里子 彬 銅賞 京都府

三浦　遼子 蘇軾詩 金賞 東京都 三浦　秀一郎 日月自明 銅賞 東京都

山口　正浩 清風 金賞 東京都 峰松　圭子 無一物中無尽蔵 銅賞 東京都
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安永　尚美 陶潛「擬古」 銅賞 東京都 高谷　敬介 花 奨励賞 東京都

吉井　雅摩 和 銅賞 東京都 武田　元広 絶対的な無 奨励賞 東京都

田中　成昌 水到渠成 奨励賞 東京都

田中　千景 肚 奨励賞 東京都

［奨励賞］ 土谷　隆幸 真心 奨励賞 東京都

青木　祐一郎 欣然與心會 奨励賞 静岡県 常見　直史 日月自ら明らかなり 奨励賞 東京都

青木　友梨子 高懐亘海雲 奨励賞 静岡県 時本　愛 恒 奨励賞 兵庫県

市村　淳子 柳緑花紅 奨励賞 京都府 中村　淳美 獨坐観心 奨励賞 京都府

猪浦　ほづみ 万葉集 奨励賞 東京都 七澤　弥生 山行 奨励賞 東京都

今代　修子 山遠 奨励賞 東京都 新原　美智子 維摩居士 奨励賞 福岡県

岩崎　健太郎 花 奨励賞 東京都 仁部　裕子 養黙 奨励賞 東京都

浦川　瑠美子 開帙抱琴 奨励賞 兵庫県 濱口　和貴子 心與月倶静 奨励賞 東京都

榎本　素縁 勢 奨励賞 東京都 林　雅子 歓喜 奨励賞 東京都

榎本　太 天然 奨励賞 東京都 藤川　混鸞 咲（わらう） 奨励賞 神奈川

及川　光枝 輝 奨励賞 東京都 堀　栄里子 観自在 奨励賞 京都府

大河原　志保 勲 奨励賞 東京都 堀　隆一 李白桃紅 奨励賞 東京都

大嶋　秀子 忘筌 奨励賞 東京都 本郷　健太 魂 奨励賞 東京都

大場　康世 専志事皆成 奨励賞 静岡県 松田　全生 山 奨励賞 東京都

岡部　正昌 楽 奨励賞 東京都 水谷　玲子 古今和歌集 奨励賞 東京都

小野　健二 太陽 奨励賞 静岡県 向井　篤志 志 奨励賞 神奈川

海江田　博美 萬籟起秋聲 奨励賞 東京都 向井　琴美 壺中 奨励賞 北海道

花月　裕介 侍 奨励賞 東京都 安田　沙穂 五風十雨 奨励賞 京都府

加藤　えつ子 撫子 奨励賞 東京都 山田　仁美 和味有韻 奨励賞 東京都

加藤　雅代 草書七言二句 奨励賞 静岡県 吉田　由美 天心 奨励賞 東京都

神田　慶広 博思而広聴 奨励賞 東京都 脇山　祐美子 水光天に接す 奨励賞 東京都

喜久川　雷太 積善 奨励賞 東京都 和田　杏実 笑 奨励賞 神奈川

菊地　寿栄 孫過庭の書譜 奨励賞 愛知県 渡邉　朋子 志想 奨励賞 静岡県

木村　珠江 張猛龍碑 奨励賞 神奈川

木村　優里 絆 奨励賞 東京都

小猿　妙美 夢 奨励賞 東京都 ［特別会友］

坂本　英介 破 奨励賞 東京都 山本　喜舟 雲龍の柳 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 熊本県

崎山　初美 桃 奨励賞 沖縄県 奥田　洋子 万葉集より 京都府

塩路　育久子 正岡子規之歌 奨励賞 大阪府 清兼　圭伊子 鶴 北海道

島﨑　さと美 彩光 奨励賞 静岡県 佐賀野　里花 如意水 埼玉県

関谷　佐和子 千峰 奨励賞 東京都 中野　惠 葉向高の句 香川県

大黒　方之 有本者如是 奨励賞 東京都 松吉　禎華 龍 滋賀県

高井　真由子 一華開五葉 奨励賞 東京都 三宅　良華 万葉集 大阪府

高橋　絵津子 風 奨励賞 東京都

髙橋　智樹 蘇生 奨励賞 静岡県
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