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【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

山本　喜舟 良寛の歌二首 熊本県

［特賞］

天野　規江 神融筆暢 栃木県 中井　宏美 江南旅情 岐阜県

市村　淳子 鳳凰 京都府 中根　志都 奉和關山月 東京都

梅澤　賀州 山越えて 東京都 中村　美智子 筆意試使東 京都府

木村　純子 スーパームーン 神奈川県 七澤　弥生 和歌一首 東京都

久保田　泰子 胡笳曲 千葉県 原嶋　京子 子夜四時歌その十 埼玉県

鈴木　智子 紀貫之 古今和歌集 埼玉県 福本　佐紀 万葉集より 神奈川県

曽根　由香里 春の湖 高知県 松原　悦美 島崎藤村の詩 神奈川県

田中　春美 漢川道中 宮城県 三浦　秀一郎 清閒の歓び 東京都

鶴田　玲子 あまのつり舟 福岡県 山下　紀鳳 漢詩二句 香川県

中井　宏次 採蓮曲 千葉県 𠮷岡　兼子 玉雪開花 栃木県

［金賞］

赤城　好子 虚懐 愛知県 篠原　梨花 春日憶李白 東京都

石田　素美 心はいつでも 長野県 高橋　昇 青雲之志 東京都

稲垣　耀秀 良寛の詩 愛知県 鉄村　美尚 紫式部和歌一首 東京都

緒方　新悟 古人刻苦光明必盛大也 埼玉県 藤枝　栄 古今和歌集　紀貫之 東京都

小高　欣明 新花艶舞衣 東京都 前田　清未 斎藤茂吉の歌 東京都

春日　萌 玄風 東京都 松本　幸子 凛 高知県

菊地　秀子 蝸牛 北海道 三浦　遼子 神光照天地 東京都

草間　天耀 春桃初発紅 栃木県

［銀賞］

市村　淳子 不識廬山眞 京都府 田中　春美 道中雑誌 宮城県

梅澤　賀州 三島樓臺龍 東京都 中井　宏次 観音経 千葉県

大島　裕行 此道昔帰順 東京都 中村　美智子 歌扇 京都府

木下　ちあき 月黒一綫白 福井県 前田　清未 題慈恩塔 東京都

木村　純子 ときめきま書 神奈川県 向井　琴美 月輪 北海道

齊藤　靖子 千山の鳥 兵庫県 椋棒　珠々子 斜陽萬里 滋賀県

齊藤　靖子 梅花淡 兵庫県 𠮷岡　兼子 新 栃木県

齊藤　由紀 蜀素帖 山形県

［銅賞］

池田　麻理 柿本人麻呂の歌 東京都 徳島　泰光 晴 東京都

榎本　太 心月 東京都 永井　友子 秋光老 兵庫県

大石　靖子 紀友則　古今和歌集 東京都 中村　淳美 暮山鐘 京都府

岡田　恵美子 はる霞 東京都 中村　淳美 秋水 京都府

緒方　新悟 おならうた 埼玉県 野田　隆子 中務の歌 東京都

御宮知　依子 知足 東京都 原嶋　清 吏粛の漢詩 埼玉県

金子　永子 琴酒嘯詠 栃木県 堀　栄里子 しげ坊のうた 京都府

川口　真樹 元顕儁墓誌銘 東京都 本間　あかね 清夜歓星 東京都

草間　天耀 滅 栃木県 皆川　隆子 浮雲 北海道

坂井　伸太郎 縁 東京都 森元　多恵子 周邦彦の詩 北海道

新海　妙美 萬歳 東京都 山之下　明子 仁者徳之光 神奈川県

大黒　方之 経書腹中に満つ 東京都 湯山　友美 睛樹白雲 大阪府

栂村　りよ子 サトウハチローの詩 東京都
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［奨励賞］

赤平　絹恵 お空 千葉県 清水　淳平 古今和歌集より 東京都

赤嶺　恵里 永 USA 志村　優美子 志壱助動気 東京都

飯山　加奈子 和敬清寂 北海道 菅原　知子 壽山福海 東京都

五十嵐　千鶴子 煌 山形県 髙久　澄恵 天地 東京都

石上　羽奈子 秋清人意強 東京都 多賀谷　友紀 凌雲 東京都

石村　光繪 水静落花深 東京都 武田　康伸 笑 愛知県

和泉　チヨ 神怡心静 北海道 田中　成昌 光 東京都

伊藤　弘幸 丑 東京都 鉄村　美尚 白雲自去来 東京都

乾　まゆみ 南風之詩 三重県 寺門　麻希 晴雪落長松 東京都

井上　泰代 侠骨禅心 東京都 銅玄　和美 不言実行 東京都

祝　直王子 洗心 東京都 德田　有宏 春景 東京都

上村　佳子 ほととぎす 東京都 永井　友子 柴扉暁出 兵庫県

浦川　幸代 生涯在鏡中 兵庫県 中村　明彦 ああ、オレも歳だなあ 東京都

大石　行則 風 東京都 中村　千恵子 寿 千葉県

大国　優子 成 USA 七澤　公典 花 東京都

大島　裕行 新古今和歌集 東京都 半田　有紀子 日々是好日 東京都

岡部　正昌 牛 東京都 比留間　謹蘭 翔 東京都

小高　佐織 しら露に 東京都 深見　賢司 松徑 東京都

小鷹　幸子 聴雨對林眠 東京都 古川　清 嵐 愛媛県

利田　昌也 椿 東京都 丸山　洋子 さくら横丁 長野県

香川　俊之 未聞天籟 群馬県 湊　さとみ 無事 埼玉県

勝又　悦子 七言絶句 埼玉県 峰松　圭子 富貴尊榮 東京都

加藤　翔華 乾坤 茨城県 村上　光彦 瑞麟祥鳳 兵庫県

川上　和寿 轟 東京都 百田　朋子 道 高知県

神田　暢子 松竹照清幽 東京都 森元　多恵子 尾張連の歌 北海道

神田　慶広 筆精如入神 東京都 山口　奏虹 結果自然成 東京都

久保田　泰子 若山牧水の詩 千葉県 山田　仁美 六祖壇経 東京都

児島　由紀慧 江路野梅香 東京都 山近　惠 藤原顯輔の歌 東京都

佐藤　優麻子 妙 東京都 吉本　健悟 菊花令人寿 高知県

静谷　晶子 長塚節の歌 東京都 脇山　宏美 筆精妙入神 東京都

［特別会友］

山本　喜舟 良寛の歌二首 熊本県 グランプリ賞

清兼　圭伊子 渦巻銀河ーアンドロメダー 北海道

塩路　育久子 絶句二首之二 大阪府

中野　惠 施閏章詩 香川県

松𠮷　禎華 大祓詞 滋賀県

緑川　紅桃 宮沢賢治詩（岩手山） 東京都

安田　沙穂 春 京都府
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