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【書の部】 （順不同・敬称略）

［グランプリ賞］

安田　悠泉 仙人 京都府

［特賞］

石田　素美 鳥海山の残雪 長野県 田中　春美 趙介詩 宮城県

市村　淳子 彩柳風花香 京都府 鶴田　玲子 恋すてふ 福岡県

大島　裕行 万葉集 東京都 中井　宏美 蓬萊三殿待宴奉敕詠終 岐阜県

小笹　由美子 王鐸の臨書 京都府 中村　美智子 遊魚 京都府

川口　真樹 忽披帖 東京都 平岡　育子 ひさかたの 東京都

木村　純子 筆歌墨舞 神奈川県 深見　佐智子 近作二種（１） 滋賀県

笹　節子 西行の歌 東京都 福本　佐紀 新古今和歌集より 神奈川県

塩路　育久子 宮中行楽詞其二 大阪府 松原　悦美 拝啓聖徳太子殿 神奈川県

助川　綾泉 宮澤賢治詩「流氷」 東京都 森元　多恵子 婕妤怨 北海道

田中　雲舟 韓邦靖詩句 宮崎県 安田　絵美子 王鐸の臨書 京都府

［金賞］

飯田　亜希子 暁 京都府 永井　翔泉 星主酒 兵庫県

和泉　チヨ 福如雲 北海道 七澤　弥生 秋夜宿厳維宅 東京都

梅澤　賀州 西行のうた 東京都 原嶋　京子 千字文 埼玉県

浦川　幸代 冷たい日 兵庫県 原嶋　清 佐佐木信綱の歌 埼玉県

金子　永子 吟風弄月 栃木県 藤本　早穂 村居書喜 兵庫県

菊地　秀子 紫光 北海道 古江　智子 水仙 神奈川県

齊藤　靖子 心 兵庫県 保谷　トモ子 窪田空穂のうた 千葉県

德田　富美恵 山部赤人のうた 石川県

［銀賞］

石田　素美 自作句 長野県 坪川　活資 古今和歌集より 東京都

市村　淳子 碧春桃花紅 京都府 中井　雲履 卵考栄開 千葉県

上村　佳子 大ぞらの 東京都 永井　翔泉 月滿玄都 兵庫県

梅澤　賀州 白龍 東京都 八箇　美那 靜默 秋田県

小笹　由美子 王鐸の臨書 京都府 深見　佐智子 近作二種（２） 滋賀県

竹内　章訓 紅葉 東京都 藤枝　栄 阿吽 東京都

武田　康伸 延年益寿 愛知県 森元　多恵子 万葉集 北海道

栂村　りよ子 かぜそよぐ 東京都

［銅賞］

乾　まゆみ 仁者寿 愛知県 内藤　悠子 風

浦川　幸代 盡日山 兵庫県 中村　明彦 王昌齢・芙蓉楼送亭漸より

榎本　太 吉福 東京都 中村　淳美 暮雲 京都府

大嶋　秀子 古今和歌集のうた 東京都 中村　美智子 鳥 京都府

加藤　翔華 李白詩「春夜洛城聞笛」 茨城県 新原　美智子 愛とは 福岡県

齊藤　靖子 歸鴻 兵庫県 半田　有紀子 眞味只是淡 東京都

塩路　育久子 古風其十 大阪府 星野　佳代 路

下風　恒子 塞下曲 兵庫県 堀　栄里子 素 東京都

須賀　恵子 佳気満高堂 東京都 三浦　秀一郎 大巧如拙 東京都

助川　綾泉 張継詩「楓橋夜泊」 東京都 三浦　遼子 蘇軾詩 東京都

大黒　方之 炎 東京都 峰松　厚子 楽哉一無事 東京都

田中　春美 好風 宮城県 森田　恵玉 游 東京都

徳島　泰光 玄 東京都
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［奨励賞］
青木　友梨子 春至草木繁 東京都 志村　優美子 煌 東京都

赤嶺　恵里 溢 末廣　紗希 千載一遇 栃木県

浅沼　一枝 禅の言葉 埼玉県 須見　鈴代 雲 北海道

浅見　紀代子 春来物色鮮 神奈川県 髙木　康裕 張猛龍碑 滋賀県

天野　規江 養志和神 栃木県 高橋　光雲 東京都

荒井　悠実 東坡詩 東京都 田中　陽子 華 兵庫県

荒井　剛 風流 東京都 俵　朋江 寒椿 東京都

伊藤　洋子 福 東京都 鶴田　伸二 忍 東京都

井上　泰代 述懐 寺門　麻希 古城淡雪 東京都

宇野　ちよ美 愛 滋賀県 銅玄　和美 前進 福岡県

宇野　りえ 楽 愛知県 中井　雲履 江雪 千葉県

大江　久美子 無為 東京都 中越　寛子 翰墨 東京都

大嶋　秀子 寒山詩 東京都 中西　一仁 知己 東京都

岡部　正昌 志 東京都 中村　淳美 秋聲正満山 京都府

香川　俊之 気新光照 群馬県 成田　幸代 喫茶店の／岡本文弥の句 埼玉県

加藤　翔華 廓然無聖（達摩の語） 茨城県 野田　隆子 土屋文明の歌 東京都

加藤　雅代 夢 福岡県 菱山　公治 花 東京都

鎌田　美佳 福 北海道 藤井　靖士 花 東京都

神谷　実玖 佐藤一斎言志録 岐阜県 藤枝　洋子 一陽来復 東京都

神田　慶広 神光照天地 東京都 堀　栄里子 櫛風沐雨 東京都

草間　天耀 渾然和氣 栃木県 水口　玲奈 羊

草間　天耀 旅夜書懐 栃木県 御田　早苗 静黙有遠志 東京都

沓澤　佳扇 人生の扉 埼玉県 三橋　俊幸 春 東京都

沓澤　佳扇 春宿左省 埼玉県 向井　琴美 如意 北海道

久保田　泰子 古今和歌集より 千葉県 村田　恵美子 夜雪

久保田　泰子 禅語 千葉県 森山　香泉 蜀素帖 滋賀県

小西　真紀 十七帖臨書 大阪府 安田　絵美子 春 京都府

小西　真紀 蒼松翠柳 大阪府 山田　仁美 玄達深趣 東京都

坂口　貴男 蘭亭叙より U.S.A. 山本　真規子 吉瑞 東京都

桜井　郁子 王禹将の詩句 東京都 湯山　友美 山空天籟寂 大阪府

［特別会友］
安田　悠泉 仙人 京都府 グランプリ賞

清兼　圭伊子 祥開黄道 北海道

佐賀野　里花 彩の里 埼玉県

中野　恵 呉錫麒詩 香川県

松吉　禎華 雪 滋賀県

緑川　紅桃 延命十句観音経 東京都

三宅　良子 般若心経 大阪府

山本　喜舟 茂吉の歌 熊本県
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