
【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

山本　喜舟 万葉の歌より 熊本県

［特賞］
飯田　彩園 秋の訪れ 京都府 中井　宏美 題松汀驛 岐阜県

石田　素美 母の句 長野県 中村　美智子 米芾 京都府

大島　裕行 西行　山家集より 東京都 七澤　弥生 万葉集より 東京都

小高　佐織 万葉集より 東京都 原嶋　京子 子夜四時歌　その五 埼玉県

木下　ちあき 唐詩 福井県 藤本　早穂 代悲白頭翁 兵庫県

草間　天耀 長門　蝶舞多 栃木県 松原　悦美 白白白黒 神奈川県

篠原　里香 宮中行楽詞　其七 東京都 森山　香泉 盧溥のことば 滋賀県

鈴木　康子 坐 山形県 山田　仁美 笑う門に福きたる 東京都

曽根　由香里 冬の詩 高知県 山近　惠 西行のうた 東京都

永井　友子 寒蘚翠 兵庫県 湯山　友美 一陽来復 大阪府

［金賞］

和泉　チヨ 桃李争妍 北海道 坂口　丸美
月へひとりの戸はあけとく
(山頭火の句）

東京都

梅澤　賀州 遊青原山寺 東京都 菅原　知子 水魚之交 東京都

浦川　幸代 花香 兵庫県 武田　元広 観 東京都

小高　欣明 杜審言 東京都 田中　春美 聴雨　趙介 宮城県

春日　萌 百人一首 東京都 中根　志都 王維「欒家瀬」 東京都

木村　純子 雪月風花 神奈川県 森元　多恵子 唐枢詩句 北海道

久保田　泰子 石川啄木 千葉県 夢殿　栄 小倉山独居 東京都

齊藤　靖子 月光 兵庫県

［銀賞］
岩本　桃房 白楽天 東京都 藤枝　洋子 西行の歌 東京都

梅澤　賀州 瀬をはやみ 東京都 藤本　早穂 高市皇子の歌 兵庫県

大石　行則 酔 東京都 前田　清未 若山牧水の歌 神奈川県

静谷　晶子 翟智詩句 東京都 三浦　遼子 神光照天地 東京都

永井　友子 関山の月 兵庫県 峰松　厚子 生祥 東京都

中村　淳美 鳳韶九奏黄金殿 京都府 百田　朋子 夢 高知県

七澤　公典 吟風 東京都 森下　智永 燦 兵庫県

福本　佐紀 古今和歌集より 神奈川県

［銅賞］
飯田　彩園 春 京都府 鉄村　美尚 無位真人 東京都

飯田　未栞 螢 京都府 中村　淳美 芳草碧深春雨後 京都府

五十嵐　春琴 風 山形県 中村　千恵子 百人一首 千葉県

宇野　ちよ美 「萬葉集」赤人歌 滋賀県 原嶋　清 呉鎭の詩 埼玉県

小鷹　幸子 鳥聲山路静 東京都 平岡　育子 七言二句 東京都

勝又　悦子 なつの夜の 埼玉県 古川　清 成 高知県

加藤　翔華 飛 茨城県 保谷　トモ子 盧綸詩句 千葉県

菊地　秀子 土偶 北海道 本間　あかね 以和為貴（十七条憲法） 東京都

木村　純子 ほたるのなみだ 神奈川 牧島　信代 冬暁 北海道

志村　優美子 神 東京都 松原　悦美 高浜虚子の句 神奈川

下風　恒子 新古今和歌集　藤原俊成 兵庫県 森山　香泉 麻革七言律詩 滋賀県

武田　康伸 真 愛知県 𠮷岡　兼子 横海の鱗 栃木県

田中　成昌 仁者徳之光 東京都
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［奨励賞］
赤平　絹恵 祈 千葉県 髙木　康裕 牛橛造像記 滋賀県

天野　規江 龍驤虎歩 栃木県 高橋　俊秀 匠 北海道

飯田　未栞 曹全碑　臨書 京都府 髙橋　義文 梅香 東京都

磯谷　久美子 静 東京都 多賀谷　友紀 桜 東京都

乾　まゆみ 天神地祇 三重県 竹内　章訓 書長吟罷蟬鳴樹 東京都

岩本　桃房 冬 東京都 田中　春美 宮中題　文宗皇帝 宮城県

上村　佳子 みよしのの 東京都 栂村　りよ子 西行 東京都

浦川　幸代 秋光 兵庫県 常見　直史 自強不息 東京都

大石　靖子 万葉集より 東京都 坪川　活資 百人一首より 東京都

大江　久美子 無為 東京都 鉄村　美尚 一夜春風 東京都

岡田　恵美子 一生青春 東京都 德田　有宏 未来 東京都

利田　昌也 暁 東京都 中村　明彦 住めば都 東京都

香川　俊之 虚空無背面 群馬県 中村　美智子 静 京都府

加藤　翔華 王昌齢詩 茨城県 野津　潤弥 笑 東京都

金子　永子 秋空霽海 栃木県 浜田　晏蔵 神 高知県

川口　真樹 麻枯仙壇記 東京都 濱本　幸江 鳳 東京都

神田　ひとみ 萬里片雲無し 東京都 比留間　晶子 天地玄黄 東京都

神田　慶広 早梅消息動 東京都 古川　清 涼 高知県

児島　由紀慧 仁親以為宝 東京都 星野　佳代 龍 東京都

小柳　雅彦 想 東京都 堀　彬州 呉仲孚詩句 東京都

齊藤　靖子 柴門流水 兵庫県 堀　彬州 中村憲吉のうた 東京都

齊藤　由紀 戴復古詩 山形県 本田　るみ 志 東京都

坂本　晴夫 心 東京都 前田　清未 七言二句 神奈川

笹　節子 西行の和歌 東京都 丸山　洋子 枯野 長野県

佐藤　優麻子 夢 東京都 宮崎　洋司 勢 東京都

宍戸　美恵子 古今和歌集より 東京都 向井　琴美 火の鳥 北海道

新海　妙美 弥栄 東京都 湯山　友美 梅花の鶯 大阪府

須賀　順子 麒麟 東京都 𠮷岡　兼子 動 栃木県

鈴木　智子 菅原道真の歌 埼玉県 吉本　健悟 結 高知県

関谷　佐和子 唐盧綸の詩 東京都

大黒　方之 寒香夜酔を解く 東京都

［特別会友］
山本　喜舟 万葉の歌より 熊本県 グランプリ賞

清兼　圭伊子 虹と鳳龍 北海道

塩路　育久子 婕妤怨 大阪府

中野　惠 花陰覆簟涼 香川県

松𠮷　禎華 孟浩然詩 滋賀県

緑川　紅桃 自作文 東京都

安田　悠泉 竹林 京都府
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