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【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

福本　佐紀 古今和歌集より 神奈川県

［特賞］

荒井　悠実 風信帖 東京都 寺門　麻希 浮雲遊子意 東京都

飯田　彩園 雨 京都府 中井　雲履 閻若璩詩 千葉県

石田　素美 修の歌 長野県 中井　宏美 幽州夜飲 岐阜県

市村　淳子 新陽蘇醒春 京都府 中根　志都 苕渓詩巻 東京都

大島　裕行 河内国磯長の御陵にて太子をおもう 東京都 中村　美智子 犢 京都府

金子　永子 千秋萬歳 栃木県 平岡　育子 秋の山里 東京都

齊藤　靖子 離岫孤雲 兵庫県 福本　佐紀 古今和歌集より 神奈川県

笹　節子 千載和歌集より 東京都 藤井　靖士 風 東京都

塩路　育久子 宮中行楽詞其三 大阪府 藤本　早穂 入朝曲 兵庫県

田中　春美 過香積寺　王維 宮城県 松原　悦美 奥の細道 神奈川県

［金賞］

天野　規江 柳緑花紅 栃木県 菅原　知子 今日無事 東京都

和泉　チヨ 春風致和 北海道 鶴田　玲子 やすらわで 福岡県

岩本　桃房 漢詩 東京都 永井　友子 露桃春色 兵庫県

浦川　幸代 奥深い竹の中 兵庫県 前川　スミ子 松 京都府

川口　真樹 忽恵帖 東京都 三浦　遼子 白雲映水 東京都

木村　純子 天衣無縫 神奈川県 森田　恵玉 佐竹本三十六歌仙より 東京都

小西　真紀 朝霞晩風 大阪府 安田　美泉 王鐸　臨書 京都府

桜井　郁子 一径梅香雲満地 東京都

［銀賞］

飯田　彩園 王鐸　臨書 京都府 高橋　清美 夏の月 神奈川県

市村　淳子 愁還生 京都府 田中　雲舟 春風弄新陽 宮崎県

春日部　友加 天海 千葉県 田中　春美 雪裏孤花發 宮城県

草間　天耀 天寒月近城 栃木県 野田　隆子 古今集安部仲麿の歌 東京都

沓澤　佳扇 遠楼 埼玉県 原嶋　京子 島木赤彦のうた 埼玉県

沓澤　佳扇 烏夜啼 埼玉県 藤本　早穂 北原白秋の歌 兵庫県

齊藤　靖子 天分瑞葉 兵庫県 星野　佳代 舞 東京都

篠原　里香 素性法師の歌 東京都

［銅賞］

青木　翠香 高懐亘海雲 東京都 竹内　章訓 閑裏事忙晴 東京都

石田　素美 星無き夜 長野県 武田　康伸 譔 愛知県

乾　まゆみ 放下着 三重県 田中　信治 道 千葉県

梅澤　賀州 高野切第三種 東京都 栂村　りよ子 百人一首より（安倍仲磨） 東京都

榎阪　昭則 牛橛造像記 大阪府 德田　有宏 欲 東京都

榎本　太 宇宙 東京都 中井　雲履 王維詩 千葉県

大江　久美子 無為 東京都 中村　明彦 愚公山を移す 東京都

大嶋　秀子 窪田空穂の短歌 東京都 成田　桃苑 与謝野晶子のうた 埼玉県

神田　暢子 草書　五言二句 東京都 藤枝　栄 心の月(西行歌） 東京都

志村　優美子 夢 東京都 向井　琴美 龍雨 北海道

須賀　恵子 樹合秋聲満 東京都 森元　多恵子 范成大の詩 北海道

高橋　清美 祖師西来意 神奈川県 山田　仁美 百人一首 東京都

多賀谷　友紀 温故知新 東京都
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［奨励賞］

有賀　寿子 敬 東京都 田中　成昌 無事是貴人 東京都

池田　麻理 安心 東京都 俵　朋江 歓 東京都

石川　晶子 風 東京都 塚本　正幸 慶 東京都

伊藤　洋子 遊 東京都 銅玄　和美 初志 福岡県

井上　泰代 清寂養和 東京都 冨安　郁子 忠 東京都

梅澤　賀州 七言二句 東京都 永井　友子 集王聖教序 兵庫県

大西　聖子 洗心 兵庫県 長﨑　純子 久而敬之 東京都

片岡　美智子 碧 千葉県 中村　淳美 松風水月 京都府

勝又　悦子 悠然得佳趣 埼玉県 中村　淳美 巌花吐學 京都府

加藤　翔華 積善之家必有餘慶 茨城県 中村　美智子 安定 京都府

加藤　翔華 王之渙詩「涼州詞」 茨城県 七澤　公典 花三春 東京都

金子　松江 乙瑛碑 埼玉県 西中　千恵子 千字文臨書（宋趙佶真書） 神奈川県

川端　光加 華 三重県 原嶋　清 高天遠色澄む 埼玉県

神田　慶広 歳月不待人 東京都 藤枝　洋子 恕 東京都

菊地　秀子 桜風 北海道 藤野　嘉人 花鳥風月 東京都

城道　茂美 春風至 神奈川県 藤本　奈緒 祝宴 神奈川県

草間　天耀 神融筆暢 栃木県 古江　智子 慈愛 神奈川県

久保田　泰子 王維の詩 千葉県 保谷　トモ子 前登志夫の歌 千葉県

桑原　芙 尊 東京都 堀　栄里子 遊子故郷悲 東京都

小西　真紀 十七帖 大阪府 前川　スミ子 福寿 京都府

昆野　まり 夢 埼玉県 牧島　信代 開化 北海道

宍戸　美恵子 西行 東京都 水島　鈴子 忘筌 神奈川県

白石　桂 足 東京都 御田　早苗 浮雲遊子意 東京都

新海　妙美 喜 東京都 峰松　厚子 華 東京都

末廣　紗希 瑞日祥雲 栃木県 森元　多恵子 和歌一首 北海道

関谷　佐和子 春興 東京都 安田　美泉 宋蘇軾　臨書 京都府

曽根　由香里 祝の宴 高知県 山口　博喜 淡如雲 東京都

大黒　方之 雨鳴鴛瓦炎氣 東京都 山田　芳恵 本来無一物 大阪府

髙木　康裕 九成宮醴泉銘 滋賀県 山田　芳恵 李太子帖 大阪府

高本　あすか 福 東京都 山本　奈津江 貴 千葉県

［特別会友］
中野　惠 実鄰詩 香川県 特別賞

清兼　圭伊子 鳴門に星が降ってくる 北海道

松吉　禎華 王維の詩 滋賀県

緑川　紅桃 漁夫辭（屈原） 東京都

三宅　良華 陳鴻寿　養生訓語 大阪府

安田　沙穂 麗日発光華 京都府

山本　喜舟 百人一首 熊本県
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