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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 春すぎて ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 熊本県 飯田　亜希子 雨 銀賞 京都府

乾　まゆみ 和敬静寂 銀賞 愛知県

［特賞］ 榎阪　昭則 観音経 銀賞 大阪府

飯田　亜希子 柳塘の春雨 特賞 京都府 小原　恵美子 安 銀賞 東京都

石田　素美 こんな日は 特賞 長野県 草間　優子 冬の言葉 銀賞 栃木県

梅澤　賀州 賀 特賞 東京都 塩路　素蘭 若山牧水歌 銀賞 大阪府

大嶋　秀子 題しらず 特賞 東京都 田中　春美 趙介詩 銀賞 宮城県

加藤　翔華 天満大自在天神 特賞 茨城県 中井　宏次 永寿嘉福 銀賞 千葉県

久保田　泰子 若山牧水の短歌 特賞 千葉県 中井　宏美 清渓行 銀賞 岐阜県

塩路　素蘭 寒山詩 特賞 大阪府 新原　美智子 さくら直太朗うたより 銀賞 福岡県

下風　恒子 梅花落 特賞 兵庫県 藤本　早穂 しらぎくの花 銀賞 兵庫県

助川　綾泉 黄山谷詩 特賞 東京都 星野　佳代 心酔 銀賞 東京都

田中　春美 紅樓院應制 特賞 宮城県 三浦　秀一郎 神光照天地 銀賞 東京都

德田　富美恵 道元の歌 特賞 石川県 三浦　遼子 劉希夷詞 銀賞 東京都

中井　宏次 劉希夷詩 特賞 千葉県 山名　瑞代 古今集冬 銀賞 鹿児島

原嶋　京子 湖口晩泊 特賞 埼玉県

福本　佐紀 千載和歌集より 特賞 神奈川県 ［銅賞］

藤本　早穂 李白詩「草書歌行」一節 特賞 兵庫県 赤平　絹恵 桜 銅賞 千葉県

前田　宗哲 臨王献之發呉興二十九日帖幅 特賞 愛知県 井上　泰代 蓬莱三殿侍宴奉敕詠終南山 銅賞 東京都

松原　悦美 桜の涙 特賞 神奈川県 岩本　桃房 辛夷塢 銅賞 東京都

緑川　紅桃 良寛詩 特賞 東京都 梅澤　賀州 金風吹玉管 銅賞 東京都

森元　多恵子 山行 特賞 北海道 小鷹　幸子 賀扇動清風 銅賞 東京都

安田　悠泉 妙 特賞 京都府 川上　和寿 磐 銅賞 埼玉県

久保田　泰子 袁枚詩 銅賞 千葉県

［金賞］ 児島　由紀慧 張籍 銅賞 東京都

市村　淳子 早春の景 金賞 京都府 小西　真紀 雪中の梅 銅賞 京都府

宇野　翠真 風と日 金賞 奈良県 坂井　伸太郎 井の中の蛙大海を知らず 銅賞 東京都

浦川　幸代 蒼苔路 金賞 兵庫県 笹　節子 升色紙より 銅賞 東京都

草間　優子 自吟拙什因有所懐 金賞 栃木県 白石　桂 知足 銅賞 東京都

小西　真紀 花 金賞 京都府 高橋　清美 桃花笑春風 銅賞 東京都

齊藤　靖子 雪夜の景 金賞 兵庫県 田中　成昌 志気和平 銅賞 東京都

桜井　郁子 彩檻露濃垂柳濕 金賞 東京都 中越　寛子 柱香 銅賞 東京都

笹淵　美里 元永本古今和歌集 金賞 熊本県 中根　志都 光風霽月 銅賞 東京都

多賀谷　友紀 杜甫詩 金賞 東京都 中村　明彦 王維「竹里館」より 銅賞 東京都

田中　千景 石 金賞 東京都 中村　淳美 竹煙 銅賞 京都府

田中　裕美子 李白詩 金賞 宮崎県 西川　正宣 書譜（孫過庭） 銅賞 滋賀県

鶴田　玲子 見渡せば 金賞 福岡県 原嶋　清 来鵠詩「偶題」 銅賞 埼玉県

永井　友子 盡日看山渾不厭 金賞 兵庫県 水谷　玲子 仏語七字句 銅賞 東京都

七澤　公典 香 金賞 東京都 緑川　紅桃 観音経より 銅賞 東京都

七澤　弥生 聞雁 金賞 東京都 宮崎　俊彦 無 銅賞 東京都
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氏　　名 作　品　名 賞 在住地 氏　　名 作　品　名 賞 在住地

山田　仁美 江行 銅賞 東京都 俵　朋江 野橋春水清 奨励賞 東京都

吉塚　絢 桃花 銅賞 東京都 栂村　りよ子 良寛（仮名） 奨励賞 東京都

常見　直史 春和駘蕩 奨励賞 東京都

寺門　麻希 花竹有和気 奨励賞 東京都

［奨励賞］ 銅玄　和美 絆 奨励賞 福岡県

青木　友梨子 神光照天地 奨励賞 東京都 中重　康富 田中の言葉 奨励賞 広島県

芦田川　澄子 萌 奨励賞 神奈川県 濱口　和貴子 泉流見道心 奨励賞 東京都

石井　久子 梅 奨励賞 千葉県 平岡　育子 小倉山 奨励賞 東京都

石村　光繪 松泉多清響 奨励賞 福岡県 藤枝　康子 望 奨励賞 神奈川県

和泉　チヨ 優遊 奨励賞 北海道 藤枝　洋子 萬法帰一 奨励賞 東京都

井上　美智子 恵風和暢 奨励賞 愛知県 藤永　恵里子 天下太平 奨励賞 三重県

岩崎　健太郎 巳 奨励賞 東京都 堀　隆一 無事是貴人 奨励賞 東京都

榎本　太 志学 奨励賞 東京都 真方　智子 風 奨励賞 東京都

大石　靖子 西行 奨励賞 東京都 水口　玲奈 神光照天地 奨励賞 東京都

大河原　志保 花開満故枝 奨励賞 東京都 水島　鈴子 夢 奨励賞 神奈川県

大澤　恵美 佐々木蔦月書より 奨励賞 埼玉県 向井　琴美 得嘉爵（嘉爵を得る） 奨励賞 北海道

大嶋　秀子 秋櫻 奨励賞 東京都 椋棒　珠々子 今朝 奨励賞 滋賀県

大塚　栄子 気力復何如也 奨励賞 東京都 椋棒　珠々子 瑞気満梅花 奨励賞 滋賀県

岡部　正昌 喝 奨励賞 東京都 森　成代 空 奨励賞 東京都

奥田　隆一 冨貴安楽 奨励賞 東京都 安田　悠泉 臥薪嘗胆 奨励賞 京都府

金子　永子 延年益壽 奨励賞 栃木県 山田　淑子 明 奨励賞 東京都

唐生　直子 雲樹～ 奨励賞 東京都 山之下　明子 物和則嘉成 奨励賞 神奈川県

川口　真樹 石川啄木の歌 奨励賞 東京都 山本　貴士 飛 奨励賞 東京都

神田　慶広 知足者仙境 奨励賞 東京都 吉田　由美 北辰 奨励賞 東京都

木下　栞 私のなかの銀河 奨励賞 京都府 和田　敬子 はなし 奨励賞 東京都

工藤　佐代子 波花 奨励賞 北海道 渡辺　寛治 太 奨励賞 神奈川県

坂口　貴男 おほ空の月 奨励賞 USA

笹淵　美里 笑門来福 奨励賞 熊本県

佐竹　厚子 温 奨励賞 静岡県 ［特別会友］

佐藤　雄太郎 延年益寿 奨励賞 東京都 山本　喜舟 春すぎて ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ賞 熊本県

志村　優美子 舞 奨励賞 東京都 清兼　圭伊子 空と十二支 北海道

須賀　恵子 玲瓏 奨励賞 東京都 佐賀野　里花 百寿 埼玉県

関谷　佐和子 春山 奨励賞 東京都 中野　惠 袁煒詩 香川県

曽根　由香里 天照皇大神 奨励賞 大阪府 松吉　禎華 蘭亭序 滋賀県

高井　真由子 拈花微笑 奨励賞 東京都 三宅　良華 般若心経 大阪府

髙本　あすか 清風 奨励賞 東京都

竹ヶ端　道夫 松雲 奨励賞 東京都

武田　康伸 雷雹 奨励賞 愛知県

立石　由美子 風信帖 奨励賞 兵庫県
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