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【書の部】 （五十音順・敬称略）

［グランプリ賞］

山本　喜舟 牧水の歌一首 熊本県

［特賞］
赤城　好子 明輝を揚ぐ 愛知県 鶴田　玲子 秋は来にけり 福岡県

石田　素美 八木重吉の詩 長野県 中井　宏美 花石亭 岐阜県

市村　淳子 花柳 京都府 七澤　弥生 千載和歌集より 東京都

伊藤　泉妙 命は美しい 神奈川県 西森　智佐 風 高知県

大島　裕行 万葉集 東京都 原嶋　京子 詠史の一節 埼玉県

小高　佐織 曹全碑 東京都 福本　佐紀 万葉集より 神奈川県

草間　天耀 谷口書齋寄楊補闕 栃木県 藤本　早穂 孟浩然詩 兵庫県

小柳　雅彦 福寿双全 東京都 三浦　遼子 春山笑如 東京都

篠原　梨花 七夕 東京都 山下　紀鳳 王安石詩 香川県

田中　春美 張説詩 宮城県 山近　惠 西行の歌 東京都

［金賞］
赤平　絹恵 阿吽 千葉県 坂井　伸太郎 梅 東京都

荒井　剛 メグミ 東京都 宍戸　美恵子 大伴家持 東京都

池田　麻理 万葉集 東京都 曽根　由香里 春の戯れ 高知県

梅澤　賀州 大提曲　李白 東京都 鉄村　美尚 恵方の海 東京都

緒方　新悟 宝 埼玉県 寺門　麻希 ひぐらしの声 東京都

小高　欣明 曹全碑 東京都 中村　淳美 啼鳥曉寒中 京都府

川口　真樹 蘭亭序 東京都 中村　美智子 茶烟 京都府

木下　ちあき 秋日於長王宅宴新羅客 福井県

［銀賞］
五十嵐　千鶴子 花 山形県 金子　豐蘭 冷露無聲 栃木県

市村　淳子 鶴 京都府 菊地　秀子 うまそうな 北海道

梅澤　賀州 藤原秀能の歌 東京都 工藤　佐代子 すみれ 北海道

大島　裕行 山居雑詩 東京都 武田　晶子 新古今和歌集 東京都

岡田　恵美子 小倉百人一首（持統天皇） 東京都 田中　春美 蘇軾詩 宮城県

岡部　正昌 寅 東京都 中村　美智子 米芾 京都府

香川　俊之 清水比庵のうた 群馬県 藤本　早穂 古今和歌集より 兵庫県

加藤　翔華 李紱詩 茨城県

［銅賞］
和泉　チヨ 福如雲 北海道 鈴木　智子 古今和歌集より 埼玉県

井上　泰代 和楽仁寿 東京都 大黒　方之 鳥は啼く千樹の春 東京都

今井　厚子 行雲流水 神奈川県 高本　菜央 雨 愛知県

今井　厚子 古今和歌集より 神奈川県 鉄村　美尚 天下春 東京都

浦川　幸代 空山不見人 兵庫県 永井　友子 通於天地者徳也 兵庫県

小高　佐織 高野切第一種 東京都 中根　志都 蘇軾詩句 東京都

小鷹　幸子 寒香解夜醉 東京都 中村　淳美 浮雲富貴 京都府

春日　萌 百人一首 東京都 半田　有紀子 予一以貫之 東京都

木村　純子 東山魁夷の詩 神奈川県 星野　佳代 美 東京都

草間　天耀 闕下贈裴舍人 栃木県 山近　惠 馮敏昌の詩 東京都

久保田　泰子 蓬莱三殿侍宴奉勅詠終南山 千葉県 夢殿　栄 紫式部　和歌 東京都

笹　節子 恵風和暢 東京都 湯山　友美 花 大阪府

菅原　知子 萬物一馬 東京都
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［奨励賞］
青木　友梨子 華柳春全盛 東京都 高橋　昇 和気 東京都

天野　規江 芳華鮮美 栃木県 田中　真理子 胡蝶 東京都

池田　陽子 飛翔 東京都 中條　理枝 きらり 東京都

石上　羽奈子 飛泉桂碧峯 東京都 栂村　りよ子 春・夏（春 良寛・夏　芭蕉） 東京都

石村　光繪 白雲飛 東京都 徳島　泰光 金 東京都

乾　まゆみ 起清風 愛知県 徳田　有宏 群青 東京都

上村　佳子 くるるかと見れば 東京都 中村　明彦 野営もまた一興 東京都

岡田　恵美子 桜梅桃李 東京都 中村　千恵子 縁 千葉県

勝又　悦子 七言律詩句 埼玉県 七澤　公典 聴雪 東京都

加藤　翔華 寂然不動 茨城県 野津　伸哉 明 東京都

神田　慶広 水善利萬物 東京都 浜田　晏蔵 滝 高知県

木下　元 努 福井県 浜田　晏蔵 神 高知県

久保田　泰子 土屋文明　和歌一首 千葉県 原嶋　清 白居易の詩 埼玉県

小泉　滋 古今和歌集　水 東京都 比留間　晶子 うさぎさん 東京都

齊藤　靖子 雲連寿檪 兵庫県 比留間　晶子 仁慈隠惻造次弗離 東京都

齊藤　由紀 値雨帖 山形県 堀　栄里子 蘭風 京都府

坂本　英介 花 東京都 本間　あかね 篤敬三宝 東京都

佐々木　希 楽 東京都 本間　あかね 越中おわら節 東京都

清水　淳平 万葉集巻第八より 東京都 松原　悦美 高村光太郎の詩 神奈川県

志村　優美子 志 東京都 松村　靖子 雪 神奈川県

新海　妙美 夢中来臨 東京都 三浦　秀一郎 吾が身を三省す 東京都

新保　久美子 妙高 千葉県 宮﨑　洋司 不 東京都

末吉　倫子 熊 愛知県 向井　琴美 龍雷 北海道

末吉　倫子 寅 愛知県 百田　朋子 神 高知県

鈴木　康子 母 山形県 森元　多恵子 丁仙芝詩句 北海道

関谷　佐和子 白鷗遠水 東京都 山口　奏虹 以和為貴 東京都

竹ヶ端　道夫 雪 東京都 吉井　和夏子 寅 東京都

髙木　康裕 唐・崔恵童「宴城東荘」より 滋賀県 𠮷𠮷岡　兼子 花 栃木県

髙岸　由香 只有比山中 東京都 吉田　明代 仁壽 東京都

髙久　澄恵 聖 東京都 和田　紀子 ダンス 東京都

［特別会友］
山本　喜舟 牧水の歌一首 熊本県 グランプリ賞

清兼　圭伊子 雪華 北海道

塩路　育久子 紫藤樹 大阪府

中野　惠 天寒踏暁冰 香川県

松𠮷𠮷　禎華 憩う（石川啄木） 滋賀県

緑川　紅桃 秋興八首の第五首 東京都

安田　悠泉 春 京都府
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