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【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

笹　節子 風葉和歌集 東京都

［特賞］

石田　素美 草野天平の詩 長野県 曽根　由香里 觀音經 高知県

市村　淳子 淡月 京都府 田中　春美 天寒日短 宮城県

宇野　ちよ美 蕎麦の花（柴田白葉女の句） 滋賀県 田中　真理子 楊基詩 宮崎県

梅澤　賀州 おちばして 東京都 中井　雲履 虚子の句 千葉県

香川　俊之 耐雪梅花麗 群馬県 中井　宏美 登總持閣 岐阜県

久保田　泰子 塞下曲 千葉県 中根　志都 奉和紀朝臣公詠雪詩 東京都

小西　真紀 王鐸 大阪府 中村　美智子 変化 京都府

塩路　育久子 臨陳鴻寿（隷書八言聯） 大阪府 西中　千恵子 曹全碑 神奈川県

篠原　里香 南郡歌 東京都 森元　多恵子 高田女王の歌 北海道

下風　恒子 会津八一の歌 兵庫県

［金賞］

飯田　彩園 漢詩 京都府 中村　淳美 買梅花挿瓦壺 京都府

大島　裕行 新古今和歌集 東京都 原嶋　京子 母市川壽惠の句 埼玉県

加藤　翔華 賈至詩より 茨城県 福井　浩一 春 東京都

木村　純子 金子みすゞの詩 神奈川県 福本　佐紀 藤原家隆の歌 神奈川県

草間　天耀 月露発光彩 栃木県 藤枝　栄 端直 東京都

齊藤　靖子 庵を結んで 兵庫県 藤本　早穂 情詩五首より 兵庫県

竹内　章訓 白鶴沙頭水 東京都 三浦　秀一郎 日漸止徳 東京都

永井　友子 春江 兵庫県

［銀賞］

池田　麻理 清風明月 東京都 中井　雲履 獅子奮迅三昧 千葉県

和泉　チヨ 花鳥装春 北海道 七澤　公典 筆 東京都

梅澤　賀州 春閨怨 東京都 成田　桃苑 ～夜の美こそ～徒然草第１９１段より 埼玉県

大江　久美子 天上大風 東京都 濱本　幸江 花 東京都

利田　昌也 神 東京都 藤枝　洋子 一雨千山を潤す 東京都

塩路　育久子 南郡歌 大阪府 三浦　遼子 柳花詞 東京都

多賀谷　友紀 江月 東京都 山﨑　ちなみ 寸松庵色紙 埼玉県

鶴田　玲子 君がため 福岡県

［銅賞］

飯田　彩園 心頭滅却 京都府 西川　正宣 集王聖教序 滋賀県

浦川　幸代 洞中の仙草 兵庫県 平岡　育子 七言二句 東京都

大畑　綾泉 中原中也詩「月夜の浜辺」 東京都 藤永　恵里子 五穀豊穣 三重県

勝又　悦子 七言絶句 埼玉県 藤本　早穂 小野小町の歌 兵庫県

川口　真樹 臨王鐸 東京都 保谷　トモ子 七言二句 千葉県

沓澤　安枝 李白詩 埼玉県 前川　スミ子 晩秋 京都府

沓澤　安枝 東坡詩 埼玉県 松原　悦美 木簡 神奈川県

坂井　伸太郎 響 東京都 森元　多恵子 謝朓詩 北海道

桜井　郁子 雲樹亭臺全却暑 東京都 安田　美泉 臨十七帖 京都府

田中　春美 即事　顧紹芳 宮城県 安田　美泉 秋 京都府

銅玄　和美 希望 福岡県 ゆめの　まこ 信じる 埼玉県

徳島　泰光 無 東京都 吉田　由美 知足 東京都

永井　友子 春の暁 兵庫県

第18回「風車の書画展」入選者名簿



2	

【書の部】 （五十音順・敬称略）

［奨励賞］

天野　規江 金声玉振 栃木県 武田　康伸 夢 愛知県

荒井　剛 萬 東京都 立石　由美子 雪花 兵庫県

石村　光繪 萬古清風 東京都 田中　成昌 明珠在掌 東京都

市村　淳子 無事始静勝 京都府 俵　朋江 和 東京都

乾　まゆみ 枯木龍吟 三重県 常見　直史 日月齊光 東京都

上村　佳子 いかにわれ 東京都 坪川　活資 古今和歌集より 東京都

宇野　ちよ美 翔 滋賀県 長﨑　純子 一片の冰心 東京都

浦川　幸代 暁の明星 兵庫県 中村　明彦 李白「将進酒」より 東京都

大嶋　秀子 和歌一首 東京都 中村　淳美 絲布単衣 京都府

大竹　祐子 養神 東京都 中村　美智子 玉風 京都府

大場　康世 平心則無偏 東京都 野田　隆子 古今和歌集より 東京都

海江田　博美 則天去私 東京都 原嶋　清 天寒紅葉稀 埼玉県

加藤　翔華 寿萬年祚百世 茨城県 原嶋　清 湯川秀樹の語 埼玉県

金子　永子 飛雪千里 栃木県 古江　智子 あらし吹く 神奈川県

川端　和子 物語は夜、創られる 東京都 星野　佳代 静 東京都

川端　光加 夢 三重県 堀　栄里子 白馬駆け下りるごとくに瀧の水 東京都

神田　慶広 白楽平生道 東京都 前川　スミ子 秋空 京都府

菊地　秀子 雪月花 北海道 牧島　信代 オリオン 北海道

久保田　泰子 西行の歌 千葉県 舛田　貴久子 我 埼玉県

黒川　泰助 飛翔 熊本県 増田　敏之 道 香川県

小泉　滋 静 東京都 宮﨑　知典 空海の恵み（風信帖） 東京都

小西　真紀 黄鶯白馬 大阪府 向井　琴美 曼陀羅 北海道

坂口　貴男 竹の里歌より USA 森田　恵玉 近思録 東京都

宍戸　美恵子 新古今和歌集より 東京都 森野　弘美 巌 東京都

静谷　晶子 神妙 東京都 山口　博喜 龍 東京都

志村　優美子 寿 東京都 山﨑　光江 静與世相忘 東京都

新海　妙美 翠 東京都 山田　仁美 茶煙永日香 東京都

須賀　恵子 和風歓鳥聲 東京都 山近　惠 花謝樹無影 東京都

関谷　佐和子 七言二句 東京都 山本　真規子 祥雲 東京都

大黒　方之 静与世相志 東京都 渡邊　寛治 花 神奈川県

隆　りか 気 東京都

［特別会友］

安田　悠泉 鶴 京都府 特別賞

清兼　圭伊子 天高く平和を運んで＝鶴＝ 北海道

中野　惠 朱受新詩 香川県

松吉　禎華 道元の句 滋賀県

緑川　紅桃 人生感意気 東京都

山本　喜舟 一茶の句より 熊本県
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