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【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

中井　宏美 望廬山瀑布其一 岐阜県

［特賞］

飯田　彩園 春 京都府 徳島　泰光 歩 東京都

池田　麻理 さくらさくら 東京都 永井　翔泉 碧桃 兵庫県

市村　淳子 菊艶桂香 京都府 中村　淳美 髙樹受風 京都府

大石　靖子 万葉集より 東京都 七澤　弥生 和歌一首 東京都

木下　ちあき 唐詩 福井県 藤本　早穂 月夜客と杏花の下に飲む 兵庫県

久保田　泰子 習隠 千葉県 堀　栄里子 石川啄木の歌 東京都

齊藤　靖子 留春庭 兵庫県 前田　清未 伊藤左千夫の歌 神奈川県

笹　節子 中務集 東京都 三宅　良子 三輪山 大阪府

塩路　育久子 江南旅情 大阪府 森山　香泉 李太白仙詩巻 滋賀県

田中　春美 春夜別友人 宮城県

［金賞］

梅澤　賀州 鳳凰台 東京都 坂口　貴男 白梅 ＵＳＡ

浦川　幸代 雨の後 兵庫県 篠原　里香 西行のうた 東京都

榎本　太 虚心 東京都 竹内　章訓 一簾疎雨琴 東京都

香川　俊之 傅玄の詩 群馬県 田中　真理子 春陽播淑気 宮崎県

唐生　直子 天真爛漫 東京都 坪川　活資 古今和歌集より 東京都

神田　暢子 白雲満 東京都 中根　志都 詠雪 東京都

木村　純子 愛しき地球 神奈川県 渡邊　寛治 天地 神奈川県

草間　優子 龍聚鳳翔 栃木県

［銀賞］

天野　規江 驚心動魄 栃木県 鶴田　玲子 わたつ海 福岡県

宇野　ちよ美 玉づさ：古今和歌集（紀友則） 滋賀県 寺門　麻希 斯人楽久生 東京都

小高　佐織 百人一首 東京都 中井　宏次 獅子奮迅三昧 千葉県

木村　純子 百人一首 神奈川県 藤本　早穂 金子光晴の詩 兵庫県

久保田　泰子 西行の歌 千葉県 保谷　トモ子 和歌一首 千葉県

鈴木　崇弘 海 東京都 松原　悦美 芭蕉の句 神奈川県

大黒　方之 水善利萬物 東京都 山近　惠 福聚海無量 東京都

田中　成昌 雨洗風磨 東京都

［銅賞］

浅見　紀代子 真味只是淡（菜根譚より） 愛知県 栂村　りよ子 周防内侍の歌 東京都

上村　佳子 みよしのは 東京都 中井　宏次 春水満四澤 千葉県

遠藤　三恵子 寂然不動 神奈川県 野田　隆子 古今和歌集より 東京都

大石　靖子 李材 東京都 原嶋　清 王維詩 埼玉県

利田　昌也 舞 東京都 福本　佐紀 中務の歌 神奈川県

川口　真樹 楽毅論 東京都 藤枝　栄 新春 東京都

城道　茂美 義 神奈川県 堀　栄里子 疾風知勁草 東京都

児島　由紀慧 李白詩 東京都 前田　清未 徐鉉詩 神奈川県

下風　恒子 良寛 兵庫県 三浦　遼子 蘇軾詩 東京都

須見　鈴代 風 北海道 森元　多恵子 王維の詩 北海道

多賀谷　友紀 白居易詩 東京都 山田　仁美 古今和歌集 東京都

武田　康伸 傅 愛知県 吉田　由美 育む 東京都

俵　朋江 輝雲 東京都
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［奨励賞］
天野　規江 夢 栃木県 須賀　恵子 気 東京都

飯田　彩園 米芾臨書 京都府 菅原　知子 分間布白 東京都

石井　輝 致知在格物 東京都 関谷　佐和子 王維の詩句 東京都

和泉　チヨ 恬無欲 北海道 高岸　由香 讀書増意氣 東京都

市村　淳子 清如水 京都府 田園　茂雄 煌 東京都

伊藤　洋子 笑う 東京都 田中　春美 唐詩「野釣」 宮城県

乾　まゆみ 順逆一視 三重県 銅玄　和美 黄梅 福岡県

今代　修子 一花開天下春 東京都 永井　翔泉 回夢 兵庫県

浦川　幸代 雨音 兵庫県 中村　明彦 独り白雲に向って帰る～王維の詩より 東京都

大島　裕行 飛泉碧峰掛る 東京都 中村　淳美 柳塘の春雨 京都府

大竹　祐子 松聲 東京都 中村　千恵子 不動心 千葉県

奥平　幸夫 道 愛知県 七澤　公典 守拙 東京都

小鷹　幸子 静者殊間安 東京都 原嶋　京子 西行の歌 埼玉県

小高　欣明 澄心對聖賢 東京都 原嶋　清 万葉集 埼玉県

勝又　悦子 無限老松 埼玉県 平岡　育子 利登詩 東京都

加藤　翔華 李白詩 茨城県 福元　茂樹 絆 東京都

加藤　翔華 祥雲 茨城県 藤本　奈緒 祥運 神奈川県

金子　永子 衣錦還郷 栃木県 星野　佳代 祈 東京都

川端　和子 羽ばたけ！大宇宙に･･･ 東京都 牧島　信代 いのち 北海道

木下　元 慈 福井県 三浦　佳一 上善如水 東京都

沓澤　佳扇 竹里館 埼玉県 峰松　圭子 夢 東京都

沓澤　佳扇 李白　釣臺 埼玉県 宮﨑　俊彦 有 東京都

小里　康浩 爽 岐阜県 森野　康彦 飛 東京都

齊藤　靖子 巌花谷鳥啼 兵庫県 森元　多恵子 西行の歌 北海道

齊藤　由紀 戴復古詩 山形県 山口　加奈子 智 神奈川県

坂井　伸太郎 一茶の句 東京都 山口　奏虹 随命 東京都

坂口　貴男 山家集冬歌より ＵＳＡ 山近　雅文 花 東京都

佐竹　厚子 新 静岡県 山之下　明子 楽天 神奈川県

静谷　晶子 和風歡鳥聲 東京都 山本　真規子 百福 東京都

篠原　里香 舎利礼文 東京都 吉岡　兼子 香 栃木県

新海　妙美 真珠 東京都

［特別会友］
山本　喜舟 しずかさや 熊本県 特別賞

清兼　圭伊子 乾坤 北海道

中野　恵 白露生庭蕉 香川県

松吉　禎華 喫茶去 滋賀県

緑川　紅桃 自作文 東京都

安田　悠泉 鶯 京都府
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