
【書の部】 （順不同・敬称略）

［グランプリ賞］
中野　惠 邵長蘅詩 香川県

［特賞］
飯田　亜希子 冬 京都府 田中　春美 和晋陵陸丞早春遊望 宮城県

浦川　幸代 筆先 兵庫県 鶴田　玲子 ふるさとの 福岡県

榎阪　昭則 小倉百人一首 大阪府 德田　富美恵 啄木のうた 石川県

大島　裕行 風葉和歌集 東京都 中井　雲履 相思 千葉市

川口　真樹 風信帖 東京都 永井　友子 洞庭春 兵庫県

小西　真紀 梅花 京都府 原嶋　京子 山居秋暝 埼玉県

齊藤　靖子 角ふえの声 兵庫県 福本　佐紀 風葉和歌集より 神奈川県

塩路　育久子 宮中行楽詞其の三 大阪府 藤本　早穂 游春曲二首 兵庫県

助川　綾泉 李白詩「釣臺」 東京都 三浦　秀一郎 福至心霊 東京都

田中　雲舟 史蕭詩 宮崎県 森元　多惠子 渡黄河 北海道

［金賞］
アワン　貴枝 嬉 愛知県 沓澤　安枝 李白詩 埼玉県

市村　淳子 雪消檐角梅初笑 京都府 小泉　滋 萬古清風 東京都

岩本　桃房 袁隨園の詩 東京都 曽根　由香里 春の詩 大阪府

大石　靖子 新古今和歌集より 東京都 竹内　章訓 日暖かく 東京都

香川　俊之 菊花開 群馬県 中井　宏美 渡荊門送門 岐阜県

加藤　実穂子 春宮曲 茨城県 三浦　遼子 洞中僊草厳冬緑 東京都

木村　純子 高野順子の句 神奈川県 椋棒　珠々子 茶煎 滋賀県

［銀賞］
飯田　亜希子 雨過ぎて 京都府 坪川　活資 新古今和歌集より 東京都

和泉　チヨ 思無邪 北海道 德田　富美恵 ちらし 石川県

市村　淳子 半山殘月露華冷 京都府 中井　雲履 万馬奔騰 千葉県

草間　天耀 玉樹後庭花 栃木県 永井　友子 咏滄浪 兵庫県

沓澤　安枝 白楽天詩 埼玉県 中村　淳美 江海碧 京都府

笹　節子 百人一首より 東京都 藤枝　洋子 長城 東京都

塩路　育久子 烏棲曲 大阪府 藤本　早穂 和歌二首 兵庫県

下風　恒子 舟中 兵庫県 保谷　トモ子 麗明 千葉県

田中　春美 春夜洛城聞笛 宮城県 森元　多惠子 万葉集 北海道

［銅賞］
青木　友梨子 至孝化羣生 東京都 高橋　清美 獨坐敬亭山 東京都

荒井　悠実 李白詩 東京都 栂村　りよ子 静者心自妙 東京都

上村　佳子 春の日に 東京都 中村　淳美 天上歳時 京都府

浦川　幸代 佳気 兵庫県 濱本　幸江 澄懐 東京都

大石　靖子 虞世南詩 東京都 原嶋　清 万葉集 埼玉県

大嶋　秀子 和歌一首 東京都 原嶋　清 陳舜兪の詩 埼玉県

小西　真紀 淸涼 京都府 平岡　育子 勢如連壁友 東京都

桜井　郁子 秋聲 東京都 藤川　康子 舞 神奈川県

志村　優美子 真 東京都 松原　悦美 富弘の詩 神奈川県

菅原　知子 方の外に遊ぶ 東京都 水谷　玲子 碧巌録 東京都

助川　綾泉 金子みすゞ詩「露」 東京都 向井　琴美 桜 北海道

関谷　佐和子 一夜緑 東京都 山﨑　ちなみ 曼殊院本古今集 埼玉県

髙岸　由香 静者殊間安 東京都
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［奨励賞］
赤平　絹恵 爨宝子碑 千葉県 田中　成昌 望雲之情 東京都

赤嶺　恵里 陀 ＵＳＡ 田中　聖治 平常心 東京都

石田　素美 自作句 長野県 田中　千景 心 熊本県

井手窪　玉美 紅花 東京都 中條　理枝 あしべゆく 東京都

伊藤　洋子 馬 東京都 寺門　麻希 柳緑花紅 東京都

井上　泰代 夜雨題寒山寺寄西樵禮吉 東京都 中越　寛子 至孝化群生 東京都

岩本　桃房 古今集(読人しらず)から 東京都 長﨑　純子 垂天之雲 東京都

上村　都 無憂 東京都 長田　美代子 礼器碑 愛知県

榎本　太 如意 東京都 中根　志都 雷雲 東京都

大澤　恵美 輝きの種 埼玉県 七澤　公典 山椒魚 東京都

小鷹　幸子 静者殊間安 東京都 南城　和彦 あ・カツラが… 東京都

利田　昌也 飛翔 東京都 西川　正宣 孫秋生造像記 滋賀県

加藤　実穂子 桃李不言下自成蹊 茨城県 根岸　和弘 吉福 東京都

唐生　直子 観感興起 東京都 野田　隆子 心跡喜雙清 東京都

川岸　ゆきえ 道 宮城県 半田　脩時 馬 東京都

川口　真樹 若山牧水の歌 東京都 半田　有紀子 虚己而能容 東京都

草間　天耀 青柳 栃木県 廣瀬　可奈子 天朗 東京都

久保田　泰子 周世文の詩 千葉県 藤枝　栄 雲外歩 東京都

久保田　泰子 山家集から 千葉県 藤本　奈緒 和 神奈川県

桑原　芙 桜 東京都 本田　るみ 明 東京都

小猿　妙美 宝 東京都 増田　敏之 飛 香川県

児島　由紀慧 香風留美人 東京都 峰松　圭子 五福祥来 東京都

坂口　貴男 子夜呉歌 ＵＳＡ 宮﨑　知典 強風 東京都

佐藤　優麻子 安 東京都 宮脇　健二 午 兵庫県

末廣　紗希 心外求佛 栃木県 椋棒　珠々子 白雲抱幽石 滋賀県

鈴木　温子 香 埼玉県 山田　仁美 中山王響方壼 東京都

髙谷　敬介 和光同塵 東京都 山本　真規子 無心 東京都

武田　元広 真人とは如何 東京都 湯山　友美 雁塔聖教序 大阪府

立石　敏子 夢への扉 兵庫県 和田　敬子 よろこび 東京都
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