
【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

山本　喜舟 白雲の 熊本県

［特賞］
赤平　絹恵 磨 東京都 曽根　由香里 春の鳳麟 高知県

飯田　彩園 遠潮 京都府 徳島　泰光 笑 東京都

和泉　チヨ 和気致祥 北海道 中井　宏美 秦州雑詩 岐阜県

宇野　ちよ美 運 滋賀県 中村　淳美 杜審言 京都府

梅澤　賀州 李白　塞下曲 東京都 七澤　弥生 和歌一首 東京都

大島　裕行 新古今和歌集 東京都 原嶋　京子 春日侍宴 埼玉県

小高　佐織 百人一首 東京都 福本　佐紀 万葉集より 神奈川県

久保田　泰子 橘曙覧の歌 千葉県 藤本　早穂 兵庫県

笹　節子 伊藤左千夫の短歌 東京都 森山　直美 苕渓詩巻 滋賀県

静谷　晶子 古今集 東京都

［金賞］
池田　麻理 芭蕉の句 東京都 中井　雲履 受け止めていくちから 千葉県

石田　素美 自作句 長野県 永井　友子 鳳皇飛處 兵庫県

小高　欣明 春秋嘉其聲績 東京都 中根　志都 「醴泉寺髙閣瞻眺有懐范文正公」 東京都

落合　祐子 梅に纏ることわざ 福島県 平岡　育子 夕陽半露 東京都

木下　ちあき 唐詩 福井県 藤枝　栄 龍 東京都

大黒　方之 物理固自然 東京都 古川　清 清 高知県

武田　康伸 憧 愛知県 松原　悦美 微笑 神奈川県

田中　春美 登岳陽樓　杜甫 宮城県

［銀賞］
梅澤　賀州 赤染衛門　後拾遺集 東京都 田中　成昌 妙言無古今 東京都

加藤　翔華 白鷺鸞 茨城県 坪川　活資 万葉集より 東京都

草間　天耀 和敬清寂 栃木県 鶴田　玲子 あふことの 福岡県

久保田　泰子 碧渓 千葉県 中村　美智子 梅花 京都府

篠原　梨花 閑庭雨雪 東京都 藤本　早穂 秀才の軍に入るに贈る五首より 兵庫県

志村　優美子 愛 東京都 山近　惠 西行の歌 東京都

多賀谷　友紀 微風 東京都 湯山　友美 菊花紅葉 大阪府

武田　康伸 虎 愛知県

［銅賞］
天野　規江 葉落帰根 栃木県 高橋　昇 愛は右寄り 東京都

市村　淳子 烟波 京都府 俵　朋江 椿 東京都

井上　泰代 清寂養和 東京都 栂村　りよ子 紀貫之 東京都

小高　佐織 紀貫之の歌 東京都 鉄村　美尚 無一物 東京都

香川　俊之 萬里一空 群馬県 徳田　有宏 波乗 東京都

神田　暢子 得歓當作楽 東京都 中井　雲履 池北偶談 千葉県

木村　純子 黙従の海 神奈川県 前田　清未 斎藤茂吉の歌 神奈川県

草間　天耀 自然萬法皆明 栃木県 三浦　遼子 延年万歳期 東京都

齊藤　由紀 楷書氾勝之書八屏 山形県 向井　琴美 鳳不郡 北海道

清水　淳平 古今和歌集より 東京都 森内　遼 尽 東京都

下風　恒子 天安寺疏圃堂 兵庫県 森元　多恵子 和歌一首 北海道

関谷　佐和子 三島樓 東京都 山田　仁美 六祖壇経 東京都

髙木　康裕 孔子廟堂碑 滋賀県
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［奨励賞］
青木　友梨子 知命復何憂 東京都 竹ヶ端　道夫 月 東京都

飯田　彩園 米芾「蜀素帖」臨書 京都府 武田　元広 富士 東京都

市村　淳子 暁の明星 京都府 田中　真理子 誠 東京都

乾　まゆみ 明珠在掌 三重県 寺門　麻希 字須熟後生 東京都

今井　厚子 夢 神奈川県 永井　友子 地上逐涼 兵庫県

上村　佳子 あけわたるくもまの星の 東京都 中村　明彦 もみじ葉は桃の花よりまだ紅い 東京都

榎本　太 太 東京都 中村　淳美 明宣宗 京都府

大石　靖子 七言二句 東京都 中村　美智子 梅花咲く 京都府

大嶋　秀子 あづま屋の 東京都 七澤　公典 虎 東京都

岡田　恵美子 恵 東京都 野田　隆子 阿部定珍の歌 東京都

小高　欣明 風露新香隠逸花 東京都 萩原　富三男 亥 東京都

小原　恵美子 風 東京都 濱本　幸江 福 東京都

春日　萌 鶴 東京都 原嶋　清 露荷散清香 埼玉県

片山　進 挑 静岡県 保谷　トモ子 七言二句 千葉県

加藤　翔華 飛 茨城県 星野　佳代 紅玉 東京都

金子　永子 敬業楽群 栃木県 堀　栄里子 若山牧水の歌 東京都

川上　和寿 瑞雲 東京都 本間　あかね 芭蕉の句 東京都

川口　心翠 祭姪文稿 東京都 前田　清未 王鑒詞 神奈川県

神田　慶広 福生於無為 東京都 真方　智子 水 東京都

菊地　秀子 耀 北海道 三浦　秀一郎 風を以て冬に鳴る 東京都

木村　純子 花鳥風月 神奈川県 水島　鈴子 亥 神奈川県

沓澤　佳扇 延命十句観音経 埼玉県 湊　さとみ 縁 埼玉県

工藤　佐代子 春 北海道 峰松　厚子 祥 東京都

桑本　久美子 花(行書） 東京都 森下　智永 「楽」ということ。 兵庫県

桑本　久美子 花 東京都 森元　多恵子 吉澤鐵之　自詠 北海道

児島　由紀慧 反招隠 東京都 森山　直美 楊傑 七言律詩 滋賀県

白鳥　あい子 大道 東京都 山口　奏虹 延寿萬歳 東京都

新海　妙美 応龍 東京都 湯山　友美 夜明けの雨 大阪府

菅原　知子 含弘光大 東京都 吉岡　兼子 意到筆随 栃木県

瀬川　京子 跳 栃木県 脇山　宏美 筆精妙入神 東京都

瀬川　京子 悟 栃木県

［特別会友］
山本　喜舟 白雲の 熊本県 グランプリ賞

清兼　圭伊子 水月空華 北海道

塩路　育久子 長寧公主東荘侍宴 大阪府

中野　惠 雲低遠渡帆來重潮落寒沙鳥下頻 香川県

松吉　禎華 萩 滋賀県

緑川　紅桃 松花鶴に伴うて飛ぶ 東京都

安田　悠泉 春 京都府
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