
改組 新 第3回日展

第5科（書）　入選者名簿

都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

北海道 16( )

札幌市 Ｓ600 宮沢爽光 北海道夜泊淮陰 恵子 漢

札幌市 Ｓ602 渡辺美鴻 北海道村行 珠美子 漢

札幌市 Ｆ2034 鈴木　檀 北海道地に刻むもの まゆみ 調

札幌市 Ｇ5052 八巻水鴎 北海道雫 正彦 仮

札幌市 Ｋ293 渡辺翠波 北海道黙想 智世 漢

札幌市 原1219 阿部和加子 北海道声と姿と 仮

札幌市 原1225 狩野紅舟 北海道雁が音 万里子 仮

函館市 素1158 黒田仙雪 北海道大和島 文子 仮

函館市 Ｆ2071 鈴木大有 北海道玻璃の冬 孝徳 調

函館市 Ｆ2074 天満篤子 北海道短歌 調

旭川市 Ｆ2001 大和鳥啼 北海道有明 文明 調

帯広市 Ｓ466 赤間裕堂 北海道陶淵明詩三首 裕史 漢

苫小牧市 Ｓ595 河原啓雲 北海道夜坐 忠敏 漢

登別市 Ｓ2255 橋本侑馬 北海道海邊の風景 調

伊達市 Ｇ2123 岸さちこ 北海道君 調

松前郡松前町 Ｓ2160 天満谷貴之 北海道荒野 調

青森県 4( )

青森市 Ｇ1258 浦郷綾子 青森県秋の山 仮

弘前市 原1150 谷　星漻 青森県花の色 明美 仮

八戸市 Ｒ360 宮古文雪 青森県王漁洋詩 博文 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

十和田市 Ｒ2191 白取波山 青森県田山花袋　田舎教師 由紀男 調

岩手県 12( )

盛岡市 Ｇ1320 木村茜佳 秋田県万葉集より 敏子 仮

盛岡市 Ｇ1296 津志田沙苑 岩手県古今和歌集より チヤ子 仮

盛岡市 Ｇ5177 東梅紅苑 岩手県古今和歌集抄 横川勝代 仮

盛岡市 Ｇ1298 村里桃苑 岩手県玉葉和歌集抄 さち子 仮

盛岡市 Ｇ1508 山火葉舟 岩手県和泉式部のうた 禮子 仮

花巻市 Ｋ16 畠山素園 岩手県元成禅人詩 清子 漢

一関市 Ｓ2060 大河原節子 岩手県石川啄木の詩 調

二戸市 Ｓ739 澤藤華星 岩手県秦系詩 ゆかり 漢

奥州市 Ｇ1505 菅原静華 岩手県万葉のうた 裕子 仮

滝沢市 Ｇ1297 野田清夏 岩手県万葉集より 仮

滝沢市 Ｇ1295 丸山篁香 岩手県古今和歌集抄 清子 仮

紫波郡矢巾町 Ｇ1506 佐渡谷小琴 岩手県小倉百人一首抄 節子 仮

宮城県 8( )

仙台市 Ｇ1197 西條玉静 山形県をみなへし 三千代 仮

仙台市 Ｓ35 小日向慶可 宮城県陳與羲詩 慶子 漢

仙台市 ヒ16 中條天真 宮城県王直詩 洋子 漢

白石市 原1125 菊地菁月 福島県あさがすみ 成子 仮

名取市 Ｍ39 渋谷青龍 宮城県呉蘭雪詩 武志 漢

多賀城市 み3041 高野芳月 宮城県聞義則服・協和萬邦 静枝 篆

岩沼市 原1190 目黒爽舟 福岡県ときはなる 久美 仮

東松島市 Ｓ47 末永瑞鳳 宮城県北風 裕之 漢

秋田県 1( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

秋田市 Ｇ1196 小松紫峯 宮城県こころ けい子 仮

山形県 11( )

山形市 ヒ5 阿部旭祥 鹿児島県徐獻忠詩 政子 漢

山形市 Ｐ3010 板垣雅峰 山形県福壽康寧 利美 篆

山形市 Ｙ40 渋江皎雲 山形県杜少陵詩 和浩 漢

山形市 ヒ22 渡部梅祥 山形県白楽天詩 祥子 漢

村山市 Ｓ132 工藤聖泉 山形県陸游句 貞義 漢

天童市 素1272 岡崎茜葉 山形県古今和歌集 瑞子 仮

天童市 ヒ14 鈴木翔雲 山形県李商隠詩 モヨ 漢

天童市 ヒ85 鈴木千岳 山形県曹溶詩 漢

東根市 ヒ1 青柳祥雲 山形県黄淳耀詩 安展 漢

東根市 ヒ24 大越松峰 山形県呉偉業詩 俊三 漢

東根市 ヒ18 藤井世樹 山形県高青邱詩一節 漢

福島県 2( )

いわき市 Ｓ86 鈴木花泉 福島県匡廬精舍圖 純子 漢

いわき市 Ｓ430 馬上溪花 福島県楽毅列伝　（史記） 久子 漢

茨城県 47( )

水戸市 Ｇ1635 國藤桂華 愛知県冬籠もり 典子 仮

水戸市 Ｅ147 髙橋司鋒 新潟県蘇東坡詩石鼓一節 司 漢

水戸市 み3012 辻　敬齋 石川県寵辱若驚 哲一 篆

水戸市 Ｇ1819 中村裕美子 岡山県紫式部集抄 吉澤裕美
子

仮

水戸市 Ｓ104 深谷美鳳 福島県何景明の詩五首 惠美子 漢

水戸市 Ｇ1267 福田明代 茨城県そらになる 仮

水戸市 Ｓ2012 松浦螢郊 茨城県良寛詩落髪より 惠子 調



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

水戸市 Ｓ2 山内香鶴 茨城県大樹 つる女 漢

水戸市 端3002 山内白華 茨城県晨煙暮靄 基弘 篆

水戸市 Ｓ97 吉澤太雅 茨城県白雲と遊ぶ 漢

日立市 Ｓ127 小野江華 茨城県高啓詩 夕起江 漢

日立市 Ｓ425 髙村皇城 茨城県杜甫の詩 喜矩男 漢

日立市 Ｓ89 山内香楓 愛媛県杜甫詩 史子 漢

土浦市 Ｋ38 窪山墨翠 福岡県墨馨 剛司 漢

土浦市 Ｓ71 堀越恵泉 埼玉県行路難二首 恵美子 漢

古河市 Ｓ319 越智仙華 茨城県歸園田居五首其四 雅代 漢

古河市 遊3067 笠嶋華蕙 茨城県楽樵蘇 良明 篆

石岡市 Ｓ2017 岡野趙洋 茨城県寒山詩 あさ子 調

結城市 Ｓ53 鈴木宗美 茨城県代聖集贈別 美紀子 漢

結城市 Ｓ54 鈴木明窓 茨城県甘露寺 俊明 漢

常陸太田市 Ｓ88 西野鵞山 茨城県秦州雑詩 千里 漢

高萩市 Ｓ281 佐川峰章 茨城県恭敏 智紀 漢

高萩市 Ｓ427 佐川蘆州 茨城県沈佺期詩 俊幸 漢

高萩市 ヒ59 鈴木赫鳳 茨城県沈約詩 啓志 漢

高萩市 ヒ60 時崎五鳳 茨城県李商隠詩 康俊 漢

笠間市 Ｓ2011 新堀應秋 東京都万里長城の歌 光子 調

牛久市 Ｓ782 津﨑麗江 京都府滕王閣序一節 利江 漢

牛久市 Ｓ428 増田東扇 茨城県王越詩 シゲ子 漢

牛久市 Ｓ79 山村邦雪 茨城県蘭亭故居 邦利 漢

つくば市 Ｋ68 荒木廣山 茨城県清香 広之 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

つくば市 端22 輿水紫石 山梨県曹子建詩 英次 漢

つくば市 Ｙ1017 筒井香月 兵庫県おもひ 愛子 仮

つくば市 原1272 森岡　隆 兵庫県折口春洋の歌 隆 仮

ひたちなか市 Ｓ100 川野邉泰雲 茨城県夏目漱石詩 泰司 漢

ひたちなか市 Ｓ85 佐久間篁石 神奈川県劉基詩 房枝 漢

ひたちなか市 Ｓ2020 西野香葉 茨城県杜牧詩 敏子 調

潮来市 Ｓ11 井上光基 茨城県蘇東坡詩 漢

守谷市 Ｆ2124 森　桂山 千葉県明石海峡 健一郎 調

那珂市 Ｓ121 吉澤衡石 茨城県李別駕の壁に題す 年矢 漢

那珂市 Ｓ128 吉澤石琥 茨城県偶成 成人 漢

筑西市 Ｓ105 鶴見香萩 茨城県題張司馬別墅 糸子 漢

神栖市 Ｓ34 小林千早 茨城県杜甫詩 漢

小美玉市 Ｓ103 若泉青陽 茨城県同謝國史游鍾山逢鐵冠
先生

治佳 漢

久慈郡大子町 Ｓ39 佐藤白蘆 茨城県白楽天詩 きよ子 漢

稲敷郡阿見町 Ｓ1137 堅田弘代 東京都みよし野の 仮

稲敷郡河内町 原1021 秋山和也 茨城県爽秋 仮

北相馬郡利根町 原1026 上原松園 茨城県三十六歌仙抄 加代子 仮

栃木県 6( )

宇都宮市 Ｓ2095 赤澤寧生 栃木県霧降の瀧 調

宇都宮市 Ｓ710 福岡俊介 鹿児島県論語・為政 漢

小山市 X3009 髙橋智紀 栃木県日永風和・樵蘇不爨 篆

小山市 Ｓ153 松本純美代 栃木県李白詩　古風 漢

矢板市 み3015 磯　翠茗 東京都近業二種 英明 篆



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

下都賀郡壬生町 Ｂ3021 福富玲茜 栃木県驥驅久遠 美紀 篆

群馬県 6( )

高崎市 素1161 小林和香 群馬県五月山 和子 仮

桐生市 Ｙ15 大澤梢光 東京都王維詩 まゆみ 漢

太田市 ヒ50 鈴木華鳳 静岡県李白詩 夏子 漢

太田市 Ｓ1102 津久井智恵美 群馬県夕されば 仮

沼田市 遊3051 國定青陽 群馬県和光同塵 貢 篆

沼田市 Ｓ388 小池龍實 群馬県杜甫詩 龍実 漢

埼玉県 69( )

さいたま市 Ｇ1809 新井崇子 埼玉県虹の色 仮

さいたま市 原1050 清水澄江 埼玉県戀 仮

さいたま市 Ｆ2175 野村花鄰 千葉県海へ 理恵 調

さいたま市 Ｓ305 新宮谿山 長崎県高青邱詩 頴 漢

さいたま市 Ｂ1011 由井孝枝 東京都初花 仮

さいたま市 Ｓ1115 飯田有希奈 埼玉県西行の歌集より十八首 仮

さいたま市 Ｂ1092 加藤泰玉 東京都羇旅に思ふ 秀輝 仮

さいたま市 Ｍ1097 水出楓泉 埼玉県吉野山 恵子 仮

さいたま市 原1083 前　遊舟 広島県春霞 悦子 仮

川越市 Ｙ113 奥富霞村 埼玉県孫逖詩 英雄 漢

川越市 端6 永島五峻 埼玉県高啓詩 秀昭 漢

川越市 Ｓ637 長峰北雪 東京都淸流道中梅花 幸恵 漢

川越市 Ｙ107 吉澤翠亭 埼玉県蘇軾詩 義和 漢

熊谷市 Ｓ129 飯島冰壺 埼玉県華樸 英雄 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

熊谷市 Ｓ1082 石原裕子 埼玉県秋 仮

熊谷市 Ｇ1806 折川　司 埼玉県花の香を 仮

川口市 Ｆ2138 熊谷咸集 東京都中村鈍石の句 精一 調

川口市 Ｓ58 田畑梢映 東京都船戸 邦子 漢

川口市 遊3047 滑田燿齋 埼玉県慕義懷徳・鳳鳴朝陽 一輝 篆

行田市 遊3056 殖栗晨仙 東京都森羅萬象 路子 篆

所沢市 Ｙ1049 奥江晴紀 岡山県大海 仮

所沢市 Ｇ1260 川合広太郎 千葉県かはづ鳴く 仮

所沢市 Ｓ1116 神山智花 埼玉県西行のうた 仮

所沢市 Ｇ1280 森　芳子 広島県紫の色 仮

東松山市 Ｋ343 梅林由葵乃 岡山県一朝 漢

東松山市 Ｓ302 工藤松韻 山口県杜甫詩六首 純平 漢

東松山市 Ｋ344 千田悠貴 岡山県風塵 漢

春日部市 Ｓ2001 本多青龍 埼玉県雨あがり 孝夫 調

春日部市 Ｓ2353 若林久美子 埼玉県夏の風 調

狭山市 端3 尾﨑之搨 埼玉県韓偓詩 康行 漢

羽生市 Ｅ140 深田邦明 新潟県袁宏道詩 漢

上尾市 Ｓ339 富永蘇泉 埼玉県杜少陵詩 達也 漢

草加市 Ｅ173 髙橋佑太 千葉県杜甫詩 漢

越谷市 Ｙ1031 秋葉英子 群馬県月 仮

越谷市 Ｓ1114 秋山幹子 東京都新古今和歌集 仮

越谷市 Ｇ1787 浅井佐茅子 千葉県いほり 幸子 仮

越谷市 Ｂ1054 手塚生都子 埼玉県春の山里 奈津子 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

越谷市 Ｇ1743 松本千竜 愛媛県子ども チヅ子 仮

越谷市 Ｓ2029 安田節子 福島県牡丹 調

入間市 Ｓ567 藤巻昭二 山梨県西塞山 漢

朝霞市 端19 宇都木桂泉 長野県王摩詰詩 昭子 漢

朝霞市 Ｂ3003 遠藤慶光 埼玉県中行獨復 篆

朝霞市 Ｃ145 塚田洸彩 長野県夏日李公見訪　他 洸美 漢

朝霞市 Ｓ333 古川梨恵子 新潟県孟浩然詩 漢

志木市 Ｙ1 小渕石峯 長崎県王昌齢詩 義明 漢

志木市 み3016 権田逸盧 埼玉県騰世獨遊 瞬一 篆

志木市 み3021 山口蓉舫 埼玉県降福穰穰 美枝 篆

新座市 Ｂ1069 安河内弘子 福岡県蓮葉 仮

久喜市 遊3008 大門光熈 埼玉県駕輕就熟 憲一 篆

久喜市 Ｇ2082 須藤恵里 埼玉県さらさらと 調

北本市 ヒ99 佐藤美風 長野県朱彝尊詩 美和子 漢

八潮市 遊3043 尾花太虚 東京都無爲之職 勉 篆

富士見市 Ｋ308 湯淺光峰 香川県李夢陽詩 圭祐 漢

三郷市 Ｓ360 伊能柳華 千葉県王維詩 千恵 漢

蓮田市 Ｙ33 小山春聲 埼玉県不二紀行詩七首 良子 漢

坂戸市 Ｋ185 榊　晴海 福岡県春遊 漢

鶴ケ島市 Ｓ626 松浦北龍 北海道雜諷三首　唐薏翁先生
其三

貢 漢

鶴ヶ島市 端4 松浦龍坡 埼玉県陸游句 巧 漢

鶴ヶ島市 Ｓ730 松尾光晴 長野県蘇子瞻詩句 漢

日高市 遊3001 黒野陶山 岐阜県遵守道義 富男 篆



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

日高市 Ｙ116 清水碧花 埼玉県李白詩 敦子 漢

吉川市 Ｓ2027 加藤潤子 東京都近江八景 潤子 調

ふじみ野市 Ｓ569 浦野東龍 長野県唐詩 守司 漢

ふじみ野市 Ｓ727 角田大壤 群馬県觴詠 健一 漢

ふじみ野市 Ｓ345 山下　剛 岡山県于武陵詩 漢

ふじみ野市 Ｙ2027 和田朱美 石川県人を思う 調

白岡市 素1045 亀山真佐江 宮城県あかつきの涙 仮

比企郡小川町 Ｙ5 栁澤玄嶽 長野県文心雕龍句 充 漢

大里郡寄居町 Ｙ109 加藤東陽 福島県万葉歌 祐司 漢

千葉県 37( )

千葉市 Ｓ499 宮負丁香 千葉県髙翥詩句 一昭 漢

千葉市 Ｋ95 西山翠蓮 茨城県命 優 漢

千葉市 Ｓ341 飯田善一 千葉県李白詩 漢

千葉市 Ｓ274 鹿倉碩齋 鹿児島県徳博 壮史 漢

千葉市 Ｂ1061 古川彩風 千葉県さざなみの 成子 仮

千葉市 Ｓ518 小泉興起 埼玉県于謙詩 由利 漢

千葉市 Ｅ143 松本蕙翠 千葉県秦觀之詩 恵美 漢

千葉市 Ｙ9 池上湖心 福島県雪朝偶成 哲子 漢

千葉市 Ｓ509 尾崎清爽 千葉県唐詩五首 昭子 漢

市川市 Ｓ2031 亀山奎水 東京都泉鏡花の文 京子 調

市川市 Ｓ72 増岡波濤 千葉県碧窓 潤 漢

船橋市 Ｂ3009 田邊栖鳳 千葉県無邊無礙 喜伸 篆

船橋市 Ｇ1821 湯澤　聡 秋田県あめつちの 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

松戸市 Ｓ2127 関根悟牛 北海道古寺巡礼 惠子 調

野田市 Ｓ795 海野寿山 千葉県杜甫詩 正人 漢

野田市 Ｓ365 椎名桃華 茨城県李太白詩 香 漢

成田市 Ｓ1109 益田美代子 千葉県万葉春秋 仮

成田市 Ｓ247 森山南鶴 鹿児島県范石湖詩 恵一郎 漢

佐倉市 Ｙ1086 松田幸江 千葉県みちのくの 仮

柏市 Ｒ1043 岡麻貴子 東京都春 仮

柏市 Ｓ3014 後藤華泉 新潟県閑情淡遠 松美 篆

柏市 Ｇ1644 互井佳寿 千葉県百日紅 一枝 仮

柏市 Ｙ2011 橋本桂雪 千葉県アンデルセン童話 桂子 調

市原市 Ｂ1059 原地桃香 千葉県潮騒 雅子 仮

流山市 Ｓ1074 櫻井玉江 長野県としくれぬ あゆみ 仮

流山市 素1179 蓜島悦子 埼玉県恋ひつつも 仮

流山市 Ｆ2118 藤田壽樹 千葉県断層 調

八千代市 Ｙ2019 金井京子 東京都春駒 調

八街市 Ｓ472 髙橋心行 千葉県題曽郁文所蔵山水小景 正幸 漢

印西市 Ｓ1083 井上慧瑶 千葉県呼子鳥 朋子 仮

印西市 Ｓ2102 大多和玉祥 千葉県毬藻 祥夫 調

富里市 Ｓ2087 伊場英白 千葉県佐千夫のうた 光男 調

香取市 Ｓ23 香取玉龍 千葉県眼中 潤哉 漢

香取市 Ｓ68 原沢游古 千葉県霽夜 茂夫 漢

香取市 Ｇ2156 山内蘭径 福島県白河の関 美和 調

長生郡一宮町 Ｇ1763 宇田川啓子 千葉県古今和歌集 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

長生郡長南町 Ｙ2024 加納玲子 千葉県わが思ひ 調

東京都 96( )

港区 Ｂ1013 秋山繭子 東京都萬葉のうた 仮

新宿区 Ｓ4 青柳祥風 愛知県新城道中 民代 漢

新宿区 Ｓ2411 金子大蔵 東京都欅 調

新宿区 Ｂ1041 酒井　佑 東京都秋の夕暮 仮

文京区 Ｂ1139 大石三世子 宮崎県青柳 仮

文京区 Ｋ79 金子令澄 東京都馬詩 眞由美 漢

文京区 Ｇ1277 田中純子 神奈川県はるすぎて 仮

文京区 Ｓ1100 谷口成孝 鹿児島県音羽山 仮

文京区 遊3082 山本晃一 新潟県馳騁田猟令人心發狂 篆

台東区 Ｓ714 佐藤瑞芳 東京都錢起詩 慶子 漢

台東区 ヒ103 山口秋美 福井県王漁洋詩 節子 漢

墨田区 Ｓ307 井上広登 福岡県韋元旦詩句 漢

墨田区 Ｓ2126 帯向芳園 東京都朝靄 久美子 調

墨田区 遊3070 小池大龍 東京都常玉不琢不成文章 達昭 篆

墨田区 Ｓ2380 小宮有舜 山形県櫻が丘の花盛り 律子 調

墨田区 Ｋ43 曽根鳳苑 東京都気 和道 漢

江東区 Ｙ1166 川元美恵子 滋賀県琵琶湖歌 仮

品川区 Ｇ1744 久松治江 東京都季 仮

品川区 Ｓ2013 依田希代子 群馬県粗朶の海 調

目黒区 Ｂ1136 飯田和子 栃木県秋の花々 仮

目黒区 Ｙ6 山口啓山 新潟県曹子建詩一節 啓司 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

大田区 Ｓ366 下田杏華 山形県杜子美詩 倫子 漢

大田区 Ｆ2120 鈴木謙鳳 東京都石燈籠の歌 謙太郎 調

世田谷区 Ｂ3001 稲村龍谷 福井県道在瓦甓 定則 篆

世田谷区 Ｂ1024 井上光子 茨城県春くれば 仮

世田谷区 Ｂ3002 卯中恵美子 神奈川県爤若披錦 篆

世田谷区 Ｓ1120 小木曽郁子 京都府萬葉歌 郁子 仮

世田谷区 素1162 佐藤萌玉 北海道万葉の歌 あけみ 仮

世田谷区 素1169 菅野かなめ 大阪府しらつゆの 仮

世田谷区 Ｙ57 竹内青紗 東京都李太白詩「蘇武」 恵子 漢

世田谷区 Ｙ1080 原　満子 東京都冬ながら 仮

渋谷区 Ｅ137 平山寛川 福岡県李白詩 賀子 漢

中野区 Ｓ2155 山本秦鼎 東京都ローテンブルク 幸博 調

杉並区 遊3055 大西正容 東京都孟光擧案 優 篆

杉並区 Ｓ766 梶原千煕 福井県賦得隴頭秋月明 ひかり 漢

杉並区 Ｇ1826 小林ミリ 東京都忍ぶるに 仮

杉並区 Ｋ85 志村令詳 神奈川県献県懐古 陽子 漢

杉並区 Ｙ2 杉山暁雲 東京都秋意 泰一 漢

杉並区 Ｈ1014 永久保晶子 奈良県葉 仮

豊島区 Ｓ304 石川青邱 東京都獨明 圭一 漢

豊島区 Ｓ1 今井桂芳 北海道暮春 敬子 漢

豊島区 Ｓ2145 金子高遠 東京都大滝貞一の歌 調

豊島区 Ｂ1066 向井みりあ 大分県かささぎの 仮

北区 素1182 廣田玲子 埼玉県今もかも 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

北区 遊3080 松尾碩甫 東京都延年益壽長宜子孫 大輔 篆

北区 Ｓ2379 武良霜伯 北海道虎豹 敦史 調

荒川区 Ｆ2109 赤冨士北祭 北海道春の野に 赤藤和仁 調

荒川区 Ｓ152 竹山昶伯 青森県厲得鵬詩 伸 漢

板橋区 Ｇ1010 安藤水舟 東京都山家集 純子 仮

板橋区 Ｇ224 風神清榮 和歌山県新亭渚別范零陵詩 知佳 漢

板橋区 Ｇ86 河内君平 大阪府三国志周瑜伝一節 利治 漢

板橋区 Ｓ675 西　墨濤 東京都李囘 勝史 漢

板橋区 Ｓ73 松岡南璃 熊本県蘇東坡詩 美佐希 漢

板橋区 Ｓ294 山本青郁 埼玉県天贏 正樹 漢

練馬区 Ｓ275 青木聴雪 鹿児島県秉道 豊 漢

練馬区 素1150 浅原晴泉 東京都万葉の歌 朋子 仮

練馬区 Ｒ238 粟野薫風 大阪府高青邱詩 貴代子 漢

練馬区 Ｓ272 上籠鈍牛 鹿児島県韓世忠句 圭介 漢

練馬区 Ｇ1750 尾上　慶 宮崎県旅の歌 仮

練馬区 Ｙ1065 白鳥楓琫 東京都瀧田川 はつよ 仮

練馬区 Ｓ2028 武田美奈子 埼玉県夕焼小焼 調

練馬区 素1288 中原信竹 福島県ほととぎす 信子 仮

足立区 Ｇ1745 内田員江 東京都百人一首 仮

足立区 Ｓ1094 佐藤美代子 山口県春の歌夏の歌 仮

足立区 Ｙ59 竹内藍山 東京都杜少陵詩 英樹 漢

足立区 Ｓ1071 中川重子 広島県小倉百人一首抄 仮

葛飾区 Ｓ740 石田壽扇 東京都何景明詩 みのる 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

葛飾区 Ｙ17 小川仙草 千葉県張均詩 光子 漢

葛飾区 Ｇ223 清水松塢 東京都十一言對句 達孝 漢

葛飾区 Ｙ2009 露﨑玄峯 千葉県星の遺言 淨 調

葛飾区 Ｂ1010 柳橋伸和 東京都秋 仮

江戸川区 ヒ98 坂本玉心 東京都徐釚詩 幸丸 漢

八王子市 端5 鎌田光暘 東京都李白詩 純穂 漢

八王子市 Ｂ1048 鈴木泰代 北海道萬葉集 仮

八王子市 Ｓ2062 山鼻水馨 岩手県蒲原有明の詩 友子 調

立川市 Ｓ1122 岩井秀樹 東京都後鳥羽院のうた 仮

武蔵野市 Ｇ308 新井茜舟 群馬県桃花点明 喜美子 漢

武蔵野市 遊3012 北村鐘石 東京都沈魚落雁 和雄 篆

武蔵野市 Ｓ1125 竹内　一 兵庫県西行の歌１１首 仮

武蔵野市 Ｇ1609 林　浩一 東京都憂 仮

三鷹市 Ｓ1104 西田　健 熊本県西行の歌 仮

三鷹市 Ｇ1651 原奈緒美 新潟県こひうた 仮

府中市 Ｇ1780 野平壽紫 東京都漁火の 壽子 仮

府中市 Ｇ1681 福井淳哉 兵庫県古今和歌集のうた 仮

昭島市 Ｓ130 岩井笙韻 東京都詩経秦風 信明 漢

調布市 Ｓ1057 岩本水仙 鳥取県古今和歌集　羇旅歌 里美 仮

調布市 Ｇ5154 前田明子 兵庫県業平の歌を 仮

調布市 Ｈ1020 山田暢空 東京都月 仮

町田市 Ｆ3023 榎本珠麗 東京都山気日夕佳 愛子 篆

町田市 Ｍ2015 加藤大翔 青森県ノスタルジア 範行 調



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

町田市 Ｋ64 弓納持太無 新潟県自然 正 漢

小金井市 素1306 田中春菜 岩手県万葉の歌三首 仮

小平市 Ｂ1016 溪　順比 栃木県春 仮

日野市 Ｈ65 帖佐白樹 東京都劉禹錫詩 美樹 漢

福生市 Ｇ1275 木村明子 宮城県あしびきの 仮

東久留米市 Ｆ28 喜入彩光 福井県祖詠詩二首 裕基子 漢

神奈川県 27( )

横浜市 ヒ96 日下秋芳 岡山県李白詩 三枝子 漢

横浜市 Ｓ136 平松千恵子 神奈川県區大相詩 漢

横浜市 Ｓ640 宮川昌翠 山梨県支硎山再餞文交木太守 勝美 漢

横浜市 ヒ36 川口流坡 神奈川県林和靖詩 洋一 漢

横浜市 遊3077 原　龍児 神奈川県龍驤虎歩 隆二 篆

横浜市 Ｓ1118 二宮桂秀 茨城県三輪山 清江 仮

横浜市 素1121 笠井和子 静岡県春の雪 仮

横浜市 Ｇ229 早崎桃春 岐阜県次街口 さやか 漢

横浜市 Ｚ1068 知久順子 山口県秋の風 仮

横浜市 原1242 中西雅舟 兵庫県たぎつ瀬のごと 久美子 仮

川崎市 Ｓ293 山口大梦 鹿児島県薛能詩 大夢 漢

川崎市 Ｇ1749 斎藤真澄 神奈川県金槐和歌集 仮

川崎市 Ｍ100 山口紫泉 佐賀県周篔詩 多美子 漢

川崎市 Ｓ623 吉岡静風 北海道万葉集 静子 漢

川崎市 Ｓ138 茂住菁邨 岐阜県孝恭 修身 漢

相模原市 Ｇ1760 末常照子 東京都詞花和歌集 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

鎌倉市 素1166 柴田道子 秋田県春されば 仮

藤沢市 Ｙ145 佐藤青園 神奈川県杜甫詩 かつみ 漢

茅ヶ崎市 Ｍ1081 富岡真華 大分県古今和歌集 真弓 仮

厚木市 遊3004 荒居凌雲 東京都祁奚薦讎 正幸 篆

厚木市 Ｇ1459 和久田啓子 愛知県世の中に 仮

大和市 Ｓ173 嶋田白染 新潟県五言古詩 節子 漢

大和市 Ｂ1057 長谷川弌子 神奈川県海原 仮

大和市 Ｂ3014 三浦士岳 静岡県質朴誠實 広人 篆

伊勢原市 Ｙ1028 齊藤紫香 福岡県水無月 まゆみ 仮

海老名市 Ｙ1029 相部小香 山梨県五月雨 裕子 仮

座間市 Ｓ1077 吾妻政治 奈良県散る萩 政治 仮

新潟県 9( )

新潟市 素1078 堀田一逕 新潟県常夏の花 キミ子 仮

新潟市 Ｓ723 秋元貞治 新潟県潘泰之詩 漢

新潟市 Ｓ306 桑原正明 新潟県元微之詩 漢

新潟市 Ｓ2065 森亜希子 福島県萩原朔太郎詩 調

長岡市 Ｋ233 目黒煌人 新潟県良寛詩 敦 漢

三条市 Ｓ156 阿部嘉美 新潟県韓昌黎詩 よしみ 漢

三条市 Ｇ1652 中村暢子 新潟県壮麗 名塚暢子 仮

燕市 Ｇ1828 坂井由美子 熊本県一夜 仮

糸魚川市 Ｆ3001 高橋秀之 新潟県三界無法何処求心 篆

富山県 14( )

富山市 Ｆ3003 溪　皎藍 富山県飄々然逸 島田紀子 篆



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

富山市 Ｇ1996 高田直子 愛知県晶子の歌 仮

富山市 Ｓ1128 野口千香子 東京都貫之のうた 仮

富山市 Ｋ291 米島魁堂 富山県還郷の夢 博昭 漢

高岡市 Ｅ177 大田　亘 富山県岑参詩 漢

高岡市 Ｇ2066 後谷芳琴 富山県自作句「縄文の風」 律子 調

高岡市 Ｙ1066 専徒伸夫 富山県古今和歌集より 仮

高岡市 Ｅ129 畠山耕雪 富山県杜甫詩 怜史 漢

高岡市 Ｅ157 山田蒼山 富山県王遂詩 達雄 漢

魚津市 Ｇ1628 大愛魚苑 富山県花宴 浩実 仮

氷見市 Ｈ71 絹野玉艸 富山県大伴家持歌 志津 漢

氷見市 Ｓ2134 森寺祐子 富山県波の音 調

滑川市 Ｆ2082 細川石圃 富山県須磨の朝 喜代範 調

射水市 Ｇ1649 正橋白鵞 富山県「山家集」春歌 紀代美 仮

石川県 15( )

金沢市 Ｎ27 阿部豊寿 石川県王建詩 漢

金沢市 Ｇ1934 礒野朝子 石川県七夕 仮

金沢市 Ｓ308 宇多青莎 石川県劉禹錫詩 律子 漢

金沢市 Ｓ248 斎藤千霞 東京都張憲詩　七言古詩 千佳子 漢

金沢市 Ｋ238 多川昇玉 石川県劉長卿詩 真紀 漢

金沢市 Ｓ1129 増川雪子 石川県仲文のうた 仮

七尾市 Ｒ453 三藤観映 石川県仏説無量寿経　巻上　
其一

漢

小松市 Ｓ259 新田光水 石川県呉蘭雪詩 昌子 漢

小松市 Ｍ81 不動佑南 石川県曹植詩・白馬篇 敏子 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

羽咋市 Ｍ1084 堀井聖水 石川県夏の歌 新一 仮

白山市 Ｍ2006 新宅峰月 石川県杉雨文集王鐸論の抄 陽子 調

白山市 Ｍ85 干場昇龍 石川県張敬詩 明 漢

白山市 Ｍ93 水戸静琴 石川県陶淵明詩 與恵 漢

野々市市 Ｇ2090 又多好子 石川県野菊 調

鳳珠郡穴水町 原1277 岡崎光翠 石川県万葉の歌 厚子 仮

福井県 7( )

福井市 Ｒ1057 玉村紅花 福井県こころあらば 克代 仮

福井市 Ｇ14 田村彰規 福井県張宣詩 漢

敦賀市 Ｒ483 春日井貞崖 福井県邨居 由見子 漢

鯖江市 Ｋ310 八田登雲 福井県登静境 和恵 漢

越前市 Ｓ2041 山田蘭石 福井県初秋の一日 典生 調

坂井市 Ｓ2042 笠原翠扇 福井県杜甫詩 淑子 調

坂井市 Ｙ3 畑中高山 福井県寒山詩 壽次 漢

山梨県 6( )

甲府市 端35 大橋　覚 山梨県楚辭一節 漢

甲府市 Ｓ737 大橋洋之 山梨県勝斌句 漢

甲府市 Ｇ2140 森澤津留 山梨県宮本百合子の文 つるえ 調

甲州市 端37 那須正和 山梨県碧巌録の一節 漢

南巨摩郡富士川町 Ｙ1033 秋山真翠 山梨県秋風 眞澄 仮

中巨摩郡昭和町 Ｓ736 伊藤雅一 山梨県李太白詩 漢

長野県 20( )

長野市 遊3034 浅野峻卿 長野県詩経・論語句 伸二 篆

長野市 端17 植村暁恵 長野県李白詩 暁子 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

長野市 Ｓ228 岡村幸苑 長野県陶淵明詩 文子 漢

長野市 Ｓ220 海沼寿昂 長野県漢郊祀歌 利夫 漢

長野市 Ｒ241 川村龍洲 長野県夏目漱石詩 孝 漢

長野市 Ｇ1952 北島啓子 長野県不尽の高嶺 仮

長野市 端2 小出聖州 長野県石濤詩 一美 漢

長野市 Ｙ1059 小山紅苑 長野県千載和歌集より 幸子 仮

長野市 Ｓ224 山野井菖舟 長野県釋機外詩 浩子 漢

長野市 Ｓ225 若林慧華 長野県常建詩 恵子 漢

松本市 Ｓ786 大澤逸山 長野県柳越石詩 一仁 漢

松本市 Ｂ1062 保柳房枝 北海道秋と夏 仮

松本市 Ｇ1650 丸山宏信 長野県あけぼの 仮

上田市 Ｙ58 竹内墨洋 長野県陳文述詩句 修一 漢

上田市 素1144 西沢桂園 長野県春日野に ます子 仮

上田市 原1187 宮下春苑 長野県みわやまを 敬子 仮

諏訪市 Ｇ2146 内山寒山 山梨県万葉集のうた 恵子 調

佐久市 Ｓ2044 茂原松華 長野県藤村詩 秀子 調

佐久市 Ｙ65 寺尾碩雲 長野県寒山詩 賢明 漢

上水内郡飯綱町 Ｓ223 上島玉豊 長野県陶淵明詩句 豊 漢

岐阜県 16( )

岐阜市 Ｍ1086 浅野多鶴 岐阜県後撰集より夏歌 仮

岐阜市 Ｒ1011 吉澤有岐子 岐阜県雪花 仮

大垣市 Ｎ1005 北村光苑 岐阜県あきかぜの 喜美子 仮

高山市 Ｋ87 竹原悠崖 岐阜県残照 寛太 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

多治見市 Ｎ21 田口澄徑 岐阜県村夜（允禧詩） 未歩 漢

関市 玄3012 武井岳峰 岐阜県彜鼎傳家 克己 篆

可児市 Ｂ1014 石黒洋子 岐阜県小倉百人一首 仮

山県市 Ｆ5 鈴木史鳳 愛知県白楽天詩　四首 正弘 漢

山県市 Ｃ26 山川萩蓮 沖縄県明清古詩二首 結加 漢

瑞穂市 Ｇ277 白木紫香 岐阜県梁川星巌詩 敏子 漢

本巣市 Ｇ259 森本夏溪 岐阜県朱謀晋詩 雅子 漢

羽島郡岐南町 Ｇ273 小島岐香 岐阜県歩虚詞 一子 漢

羽島郡岐南町 遊3048 波多野公一 岐阜県龍驤蠖屈・年年歳歳來
無名蟲

篆

安八郡神戸町 Ｓ165 萩野玉秀 長野県蘇東坡詩 正子 漢

安八郡神戸町 Ｓ162 萩野展山 岐阜県道法 浄 漢

揖斐郡池田町 Ｍ1015 大藤紫穂 岐阜県三十六歌仙抄 妙子 仮

静岡県 25( )

静岡市 Ｓ1046 遠藤枝芳 静岡県良寛のうた よしの 仮

静岡市 Ｓ1035 渡辺花更 静岡県照る月を 芙美子 仮

静岡市 Ｓ2005 杉浦弘承 静岡県陸卿子詩より 祐一 調

静岡市 Ｓ135 平形精逸 群馬県康詩 精一 漢

静岡市 Ｎ3091 宇佐美登 静岡県風檣陣馬 登 篆

静岡市 ヒ44 太田静苑 静岡県良寛詩 洋子 漢

静岡市 Ｅ121 丸山春翠 静岡県杜甫詩五首 房雄 漢

浜松市 Ｙ2002 芦川臨泉 静岡県李太白詩 敏彦 調

浜松市 Ｇ1836 板倉由枝 静岡県古今和歌集より 良枝 仮

浜松市 Ｓ133 中澤皐揚 静岡県髙青邱詩 功 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

浜松市 Ｓ728 西浦理恵 静岡県高青邱詩 漢

浜松市 Ｓ1105 長谷晏里 静岡県月読 仮

浜松市 Ｇ2088 浜川廣園 静岡県くさまくら 廣子 調

浜松市 み3025 師岡素山 静岡県擧清厲濁・操介清修 章次 篆

浜松市 Ｓ43 柴谷峰花 静岡県潁亭他三首 好美 漢

浜松市 Ｇ1848 杉本由紀 静岡県山桜花 ゆき子 仮

浜松市 Ｃ91 安川翔歩 静岡県陶淵明詩 香里 漢

浜松市 Ｓ22 帷子紫峰 茨城県姚氏詩 俊雄 漢

浜松市 Ｓ63 中道琴翠 静岡県感時 友子 漢

浜松市 ヒ28 小野蹊泉 静岡県王漁洋詩 由美子 漢

浜松市 Ｓ144 小杉翟峻 静岡県騰世 英仁 漢

富士宮市 Ｇ1500 友井八千代 静岡県わがやどの 仮

富士市 ヒ57 三ツ岡瑾流 静岡県張九齢詩 あや子 漢

富士市 Ｍ94 宮本暉篁 静岡県陶宗儀詩 晴美 漢

焼津市 ヒ41 大河紫流 東京都黄庭堅詩 京子 漢

愛知県 62( )

名古屋市 Ｇ1995 家田馨子 愛知県小倉百人一首抄 仮

名古屋市 Ｎ1001 岡地紅香 愛知県み吉野の 重代 仮

名古屋市 素1052 野口紀代子 愛知県わがいほは 仮

名古屋市 Ｎ1023 野村清涼 愛知県歌 英診子 仮

名古屋市 Ｓ2360 後藤啓太 愛知県海神 調

名古屋市 Ｎ47 佐藤慶雲 愛知県白居易の詩 敏夫 漢

名古屋市 Ｎ4 岡本苔泉 愛知県陶渕明詩 政弘 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

名古屋市 Ｓ295 加藤紫雲 愛知県陸游詩 武範 漢

名古屋市 Ｎ1021 田中光穂 岐阜県梅 俊子 仮

名古屋市 Ｇ5010 馬場紀行 愛知県新緑 仮

名古屋市 Ｎ3066 磯貝弘子 愛知県專志事皆成 篆

名古屋市 Ｎ1003 伊藤翠芳 静岡県天津風 克子 仮

名古屋市 Ｇ1166 鈴木裕子 愛知県百人一首の歌 仮

名古屋市 遊3074 月木萬里 埼玉県讀書坐雲石　鼓琴雜松
風

髙𣘺麻理 篆

名古屋市 Ｎ2 柘　英峰 愛知県寒山詩 英樹 漢

名古屋市 Ｓ2421 川本大幽 愛知県一握の砂 昌希 調

名古屋市 Ｇ1990 水野佑華 愛知県小倉百人一首より 優子 仮

名古屋市 Ｇ2112 若杉美香 愛知県黄雲 調

名古屋市 Ｇ2107 粟田江泉 愛知県万葉の歌 つた江 調

名古屋市 Ｇ1151 小野田景月 愛知県萬葉集より 陽子 仮

名古屋市 Ｓ2148 川合玄鳳 愛知県駒嶽 達人 調

名古屋市 Ｇ1994 水野峯翠 愛知県小倉百人一首 厚子 仮

名古屋市 Ｎ64 梶山盛涛 愛知県陳徳遠詩 重三 漢

名古屋市 Ｎ49 山際雲峰 愛知県郊廟歌辭 清治 漢

岡崎市 ヒ66 石川明加 愛知県張宣詩 漢

岡崎市 Ｎ3013 鎌倉雅代 福岡県有征無戦 篆

岡崎市 ヒ69 髙橋秀箭 大阪府高青邱詩 邦俊 漢

一宮市 Ｎ63 林　大樹 愛知県高啓詩 英俊 漢

瀬戸市 Ｇ1982 片岡秋華 広島県平安貴公子のうた 喜美子 仮

半田市 Ｋ160 遠藤真人 愛知県丈山詩二首 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

半田市 Ｎ3083 田中修文 愛知県屬書離辭 暎三 篆

春日井市 Ｇ1997 石黒直子 愛知県拾遺和歌集 仮

春日井市 Ｇ2109 水谷敏子 愛知県愛 調

津島市 玄1 松下英風 愛知県送韋生酒 英司 漢

碧南市 Ｎ115 齋藤禹月 愛知県白楽天詩 勝實 漢

碧南市 Ｎ3029 髙島濤翠 愛知県泥牛觸碎 洋子 篆

刈谷市 Ｇ1168 小野田美晴 愛知県古今集より 仮

刈谷市 Ｇ2108 田中幸江 岡山県落日 調

刈谷市 素1130 村瀬俊彦 愛知県菖蒲草 仮

豊田市 Ｋ336 石川牧堂 愛知県一場の夢 春成 漢

豊田市 玄10 中尾芝菜 愛知県蓑を借るの図 妙子 漢

安城市 Ｇ1981 伊吹代美 岐阜県伊勢物語(在原業平) ヨミ子 仮

安城市 Ｎ3020 香月恵里 愛知県星象麗天 篆

安城市 Ｓ411 神谷采邑 愛知県王維詩 幸子 漢

安城市 Ｓ2072 平松圭鳳 愛知県伊良子清白詩 正子 調

安城市 原1292 八木敬子 愛知県万葉のうた 仮

江南市 Ｎ104 大池青岑 愛知県蘇東坡詩 茂樹 漢

小牧市 み3027 鈴木立齋 愛知県魏志句他 欽也 篆

稲沢市 Ｎ155 津田秋月 愛知県許豸詩 武司 漢

新城市 Ｒ1027 村田華泉 愛知県秋景 俊子 仮

東海市 Ｋ163 片山清洲 愛知県鳴く雁 健児 漢

知多市 Ｋ161 大木青嵐 愛知県梁園中秋 弘美 漢

知多市 素1122 加藤博子 愛知県くさまくら 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

知多市 Ｋ2039 近藤青洮 愛知県木精 久美子 調

知多市 Ｋ2041 千葉晨翠 愛知県断崖 恵子 調

知多市 Ｋ2042 星野蘭雪 愛知県唱導詞 富子 調

豊明市 Ｓ735 今田昌宏 愛知県重然諾 漢

北名古屋市 Ｇ1149 寺本陽春 愛知県花の香 倫子 仮

長久手市 Ｇ1148 清水春蘭 兵庫県雪月花時最憶君 惠美子 仮

長久手市 原1284 塚田俊可 愛知県山桜花 かの子 仮

海部郡蟹江町 Ｎ69 黒川虚宇 愛知県送人南遊 勝好 漢

知多郡阿久比町 Ｋ2040 田代青穂 愛知県馬を駆る 由華 調

三重県 20( )

四日市市 Ｒ393 浅野京雅 三重県李遠詩 京子 漢

四日市市 Ｎ66 井口方燕 三重県高啓詩 りゆ子 漢

四日市市 Ｇ1161 井上鈴子 三重県みかの原 仮

四日市市 Ｇ1163 加藤満寿江 三重県いづくとも 仮

四日市市 Ｒ391 川村翠山 三重県高適詩 としみ 漢

四日市市 Ｒ2185 川森貞祥 三重県島崎藤村の詩 貞子 調

四日市市 Ｈ12 鈴木惠雅 三重県高攀龍詩 真左子 漢

四日市市 Ｒ392 中条彰山 三重県韋応物詩 彰 漢

四日市市 Ｒ399 永井天鱗 三重県高青邱詩 更生 漢

四日市市 Ｇ1147 山本雅月 愛知県春霞 のり子 仮

伊勢市 Ｎ48 世古口大虚 三重県曹子建の詩 勉 漢

松坂市 Ｎ89 工藤俊朴 三重県王維詩 雅俊 漢

桑名市 Ｇ1170 大嶋由美子 三重県金槐和歌集のうた 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

鈴鹿市 Ｈ9 伊藤康萃 三重県李頎の詩 康子 漢

鈴鹿市 Ｒ396 田中彩雪 福岡県朱子詩 美惠子 漢

尾鷲市 Ｇ1262 川西美智 三重県和歌二首 仮

亀山市 Ｒ491 菅生欇堂 三重県蘇東坡詩 幸三 漢

熊野市 Ｅ150 岡室春鳳 和歌山県杜甫詩 敬子 漢

伊賀市 Ｍ1067 森下弘子 三重県金槐和歌集のうた 仮

員弁郡東員町 Ｇ1172 伊藤雅子 愛知県あひみての 仮

滋賀県 14( )

大津市 Ｋ1175 石内多美 滋賀県うぐいす 多美子 仮

大津市 Ｅ61 岡田祖翠 大阪府李夢陽詩　黄州其一 優三 漢

大津市 Ｋ1134 三枝堯子 京都府かささぎ 仮

大津市 Ｋ120 清水美芳 京都府舟出 美佐子 漢

大津市 Ｋ140 谷口翔春 滋賀県萬葉歌 文代 漢

大津市 Ｋ2066 新田梨香 埼玉県一筋の光彩 和子 調

大津市 Ａ4 疋田惜陰 滋賀県白楽天詩 雅夫 漢

長浜市 Ｋ1186 原美栄子 滋賀県今年より 仮

草津市 Ｋ72 今居青桃 京都府大廟峡 潤子 漢

草津市 Ｋ1173 阪井政子 大阪府時雨 仮

甲賀市 Ｋ358 雲山一弦 滋賀県巻菱湖詩 和良 漢

湖南市 Ｓ2025 石谷珠芳 神奈川県谷川の水 幸子 調

湖南市 Ｋ33 岡本藍石 石川県鐘を聞く 了壽 漢

湖南市 Ｓ1089 木邑匡良 滋賀県秋風 仮

京都府 75( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

京都市 Ｋ136 北川詩雪 滋賀県沫雪乃庭 治子 漢

京都市 Ｋ282 小森烟雨 三重県万葉集より 佳美 漢

京都市 Ｋ1153 千田満紀子 京都府君来ませ 仮

京都市 Ｋ28 足立光嶽 京都府夢 篤史 漢

京都市 Ｋ1220 小早川玲子 兵庫県明石の浦 上野 仮

京都市 Ｋ1142 石塚和子 京都府奥山に 仮

京都市 Ｋ112 岡地涼寧 愛知県塵外 松男 漢

京都市 Ｋ40 澤　青樹 鳥取県道 順一 漢

京都市 Ｋ231 中嶋賞華 京都府心華 直子 漢

京都市 Ｋ144 中嶋楼月 新潟県紫宸殿退朝口号 絹子 漢

京都市 Ｋ225 中村史朗 京都府徐文長詩 漢

京都市 Ｋ290 藤林聚香 和歌山県春の光 八恵美 漢

京都市 Ｋ58 森瀬櫻徑 静岡県青嵐 久美子 漢

京都市 素1132 安田硯月 愛媛県さむしろや 申佳 仮

京都市 Ｋ109 浅子弘華 京都府桃源郷詩 ひろ子 漢

京都市 Ｋ2020 井口湖山 京都府川 和子 調

京都市 Ｋ1161 冨田初恵 山梨県夏の夜 仮

京都市 Ｋ1139 増川白陽 京都府月影 陽子 仮

京都市 Ｋ292 吉田万里子 京都府秋盡 漢

京都市 Ｋ1168 佐々木真美 兵庫県万葉の歌 仮

京都市 Ｋ315 塩竃義晴 京都府舒位詩 漢

京都市 Ｋ334 吉水麗月 京都府劉長卿の詩 佑見子 漢

京都市 Ｓ2121 石飛　篝 京都府飯田龍太俳句 幸子 調



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

京都市 Ｋ278 菅野禎心 京都府大秦寺 裕子 漢

京都市 Ｋ228 佐々田澄恵 広島県羅万峰を送る 漢

京都市 Ｋ1113 下伊豆博子 京都府春の歌 仮

京都市 Ｋ346 篁　聖心 富山県醉後 漢

京都市 Ｋ122 田中朴濤 福岡県残陽 勝茂 漢

京都市 素1151 阿部泰秀 兵庫県花を摘む 仮

京都市 Ｋ32 大原蒼龍 福岡県觴 康弘 漢

京都市 Ｋ35 片山麗風 京都府風 和子 漢

京都市 Ｋ1136 髙間明子 京都府あかねさす 仮

京都市 Ｋ2064 竹重華苑 京都府秋の歌 博子 調

京都市 Ｋ230 冨永青群 大阪府晩晴 純示 漢

京都市 Ｋ2065 中岡志織 京都府円空仏 祐子 調

京都市 Ｋ240 西村寶翠 京都府鶴 由美子 漢

京都市 Ｋ270 根ヶ山弘順 大阪府萬葉歌 漢

京都市 Ｋ232 古川彩苑 京都府賊 則子 漢

京都市 Ｋ133 吉田聖嶂 京都府落日 清 漢

京都市 Ｋ312 青谷祥泉 京都府観灯の詩を賜う 京子 漢

京都市 Ｋ281 粂田芝青 広島県萬葉歌 定子 漢

京都市 Ｋ2071 芝田雍子 京都府樹木とその葉 容子 調

京都市 Ｋ42 杉浦玉林 京都府君 弘子 漢

京都市 Ｋ2075 西村大輔 京都府風薫る 調

京都市 Ｋ316 舟引遥香 岡山県墨痕 漢

京都市 Ｋ234 山本静園 山口県高青邱詩 静恵 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

京都市 Ｋ1117 舞鶴　緑 京都府春さらば 仮

京都市 Ｋ1187 万殿紳水 岡山県ふるさと 伸昭 仮

舞鶴市 Ｋ36 金村柏園 京都府飛絮 晰子 漢

宇治市 Ｋ236 北村遥光 京都府山夜 吉子 漢

宇治市 Ｋ237 三箇清暉 京都府夢うつつ 美代 漢

宇治市 Ｋ229 鈴木祥光 新潟県牡丹 祐子 漢

宇治市 Ｋ147 西荒井宏林 滋賀県淡海の万葉歌 榮子 漢

宇治市 Ｋ313 福本朱凰 京都府客曉 梢 漢

宇治市 Ｋ103 松丸濤山 福岡県流 智裕 漢

宇治市 Ｋ1144 山本万里 京都府万葉七首 仮

宇治市 Ｋ318 吉原清翠 佐賀県劉崧詩 清子 漢

宮津市 Ｍ2003 岩瀬秀苑 京都府孫過庭の書譜から 佑子 調

亀岡市 Ｋ2025 数井柚女 京都府空盂 妙子 調

亀岡市 Ｋ124 東海美風 京都府萬葉歌 みゆき 漢

亀岡市 Ｋ143 中井爽淵 京都府黒髪山 秀和 漢

亀岡市 Ｇ1215 平田光彦 大阪府帰雁 仮

亀岡市 Ｋ1219 森下倫子 京都府初霜 仮

城陽市 Ｋ239 田村秋桜 岡山県黄　公度詩句 弘子 漢

向日市 遊3089 小　朴圃 広島県美人破顔 小早川修
治

篆

向日市 Ｇ2133 中山すなお 京都府天の川 調

向日市 Ｋ152 古谷錦秀 京都府蜩 一美 漢

長岡京市 Ｋ314 田中夕綏 京都府鶯啼過落花 敬子 漢

長岡京市 素1027 原田伯禹 京都府正月一日は 久美子 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

京田辺市 Ｒ444 加藤欄遂 京都府杜甫詩 津夜子 漢

京田辺市 Ｋ1211 藤本玲舟 大阪府さわらび 玲子 仮

京丹後市 Ｋ249 吉田栄泉 京都府九日龍山の飲 栄子 漢

京丹後市 Ｋ1210 和田佳子 京都府神渡し 仮

木津川市 Ｋ1026 山田香代子 奈良県風吹けば 仮

船井郡京丹波町 Ｋ110 新井淑枝 福岡県萬葉歌 漢

大阪府 51( )

堺市 Ｒ454 赤堀脩荄 岡山県張説詩 修一 漢

大阪市 Ｇ1570 伊地知紀子 兵庫県古の四季 紀子 仮

泉南市 Ｋ1195 上野佐登美 大阪府良寛のうた 仮

枚方市 Ｅ136 植森克昌 大阪府常建詩 漢

堺市 Ｋ1094 襟立玉英 大阪府良寛 春のうた 瑛 仮

東大阪市 Ｍ16 尾崎司邑 大阪府蘇東坡詩 康司 漢

大阪市 Ｃ50 小田大拙 大阪府李頎詩四首 淳史 漢

東大阪市 Ｋ1185 尾上桂州 大阪府夕日 忠久 仮

堺市 Ｅ1015 栫井美代 奈良県あまの小舟 美代 仮

泉南市 Ｇ1185 樫木瑞草 大阪府物名 智子 仮

八尾市 Ｍ2005 鎌田翠珪 奈良県春宵十話から 睦子 調

柏原市 Ｒ242 川﨑大開 三重県高野蘭亭詩 徳美 漢

豊中市 Ｍ1075 岸田恵水 大阪府万葉のうた 純子 仮

吹田市 素1138 桐山小園 高知県万葉の歌 良子 仮

泉佐野市 素1036 久保田明代 京都府本ととぎす 仮

高槻市 原1038 久保礼子 大阪府思ふにも 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

豊中市 原1262 後藤香真 大阪府淡雪 眞理子 仮

守口市 Ｃ28 志太耕禄 大阪府李白詩 進 漢

河内長野市 Ｍ37 清水蘭雪 大阪府葱秀山にて唐先生の韻
に次す

純子 漢

大阪市 Ｃ127 城市魁岳 大阪府寒食 悦美 漢

豊中市 Ｒ225 須賀千象 兵庫県高青邱詩 美千子 漢

大阪市 Ｇ102 多田佳秀 大阪府紅霞 育代 漢

寝屋川市 Ｃ95 田中桜秀 大阪府何子朗詩 護 漢

四條畷市 素1170 田中由美子 大阪府昔 由美子 仮

八尾市 Ｃ1016 谷迫裕香 大阪府紅葉する 須美子 仮

交野市 Ｋ1202 田原茂子 大阪府菅原道真のうた 仮

岸和田市 Ｋ123 次石帆志 島根県馬臻詩 漢

守口市 Ｋ46 佃　昇龍 大阪府花蓮 義清 漢

池田市 Ｇ1921 中　香翔 兵庫県しひの下柴 一恵 仮

茨木市 Ｒ1062 長澤裕子 大阪府百人一首より 仮

大阪市 Ｋ94 七岡宏樹 岡山県九日閑居 宏子 漢

阪南市 Ｋ331 新延好美 岡山県花隠 このみ 漢

大阪市 Ｋ47 西尾利香 大阪府庶幾 松木利香 漢

豊中市 Ｇ1212 橋本小琴 兵庫県空 二三 仮

藤井寺市 Ｒ386 平井里枝 大阪府九日 漢

大阪市 Ｇ165 福　桃苑 大阪府漢月 由布 漢

豊中市 Ｙ2015 藤澤珠玉 香川県蕪村 啓子 調

吹田市 Ｋ1205 堀田泰彦 奈良県君が行く 仮

堺市 Ｇ1903 松本佳子 大阪府月さゆる 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

堺市 Ｏ3001 真鍋井蛙 香川県騎虎之勢 昌生 篆

高槻市 原1183 水口耀青 大阪府信濃追分 加代 仮

泉南市 Ｋ105 村上茜雲 愛知県遊仙詩 あかね 漢

大阪市 Ｇ1910 森喜久子 大阪府しぐるる空 仮

高槻市 Ｇ1711 森園亜矢子 大阪府紅葉 仮

冨田林市 Ｍ2011 森元昌苑 大阪府杉雨文集龍門造像記の
抄

マサコ 調

大阪市 Ｋ1122 山口香苑 大阪府み空ゆく 一美 仮

東大阪市 Ｍ1083 山下好蘭 大阪府枕草子抄 高子 仮

大阪市 原1316 山本方園 大阪府和歌二首 廣子 仮

藤井寺市 素1070 由比浜嶺花 大阪府きみまつと 峰子 仮

茨木市 Ｓ1119 吉田昌美 大阪府うめの花 仮

八尾市 Ｋ339 和田勝美 大阪府陶淵明詩 漢

兵庫県 88( )

姫路市 素1261 阿部梨雪 兵庫県天つかぜ 希 仮

神戸市 Ｏ3020 出田塘葭 大阪府魚躍虚歸 廣子 篆

川西市 Ｒ2200 位田惠彬 大阪府坂村真民の詩 惠彬 調

西宮市 Ｏ3002 井谷五雲 大阪府趣出古異 憲一 篆

明石市 Ｒ2182 伊藤麗玉 兵庫県蒲原有明の詩 榎本雅子 調

神戸市 素1153 遠周宏員 兵庫県夢　幻 仮

赤穂市 Ｒ106 大島靖月 兵庫県高靑邱詩　３首 美代子 漢

尼崎市 素1247 岡村秀華 兵庫県松風の音 純子 仮

西宮市 素1154 親里葉月 兵庫県秋津野 啓子 仮

赤穂市 Ｋ277 鍜治美恵 岡山県椒園 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

神戸市 素1223 金井千桂 兵庫県大和の國 恵子 仮

神戸市 Ｓ2010 亀井彩雨 兵庫県夏目漱石の詩三首 公子 調

神戸市 原1258 河内節子 兵庫県よしのやま 仮

神戸市 原1226 河俣須磨 大阪府月夜 和子 仮

豊岡市 Ｋ37 岸本聖城 兵庫県響み 英之 漢

西宮市 Ｇ1877 熊原麻里子 鳥取県香る雪 小島麻里
子

仮

神戸市 原1227 倉橋奇艸 埼玉県最上川 肇 仮

神戸市 Ｈ3010 黒田玉洲 兵庫県横槊賦詩 敦士 篆

神戸市 Ｍ31 郡　玉川 大阪府蘇東坡詩 万亀 漢

多可郡多可町 素1085 越川一香 兵庫県旅のこころ 美知代 仮

宍粟市 Ｇ1578 小寺佳美 兵庫県春の山辺 仮

加古川市 Ｋ317 小西蘭香 兵庫県錢起詩 悦子 漢

神戸市 素1058 小山素葉 兵庫県夜半の月 晴美 仮

三木市 Ｈ67 近藤彩佳 兵庫県蘇軾詩 由美 漢

神戸市 Ｇ1 佐井麗雪 兵庫県煌煌 昌代 漢

篠山市 Ｇ1591 坂部泰子 兵庫県山里 泰子 仮

神戸市 Ｇ1199 柴原月穂 広島県秋の月 紀代子 仮

神戸市 Ｒ320 清水江嶂 京都府陶淵明詩 良純 漢

赤穂市 Ｇ2094 清水まみ 兵庫県秋雨に まみ 調

姫路市 Ｇ1957 杉本由美 兵庫県秋風 仮

神戸市 素1229 田頭町子 大阪府春　秋 仮

明石市 素1260 田中俊子 兵庫県おしなべて 仮

姫路市 Ｇ2095 田町直美 兵庫県山里 調



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

宍粟市 原1152 寺村舟裕 兵庫県心念 裕子 仮

明石市 素1173 戸田早耶 兵庫県さみだれは さち子 仮

三田市 素1174 豊原睦子 兵庫県耳梨山 仮

川西市 Ｍ124 鳥居　 大阪府挽歌 和美 漢

神戸市 素1299 長井素軒 兵庫県ふくからに 繁雄 仮

神戸市 素1175 中右万佐代 兵庫県ほととぎす 仮

神戸市 素1051 中川素香 高知県秋の月 五美 仮

神戸市 Ｒ2181 中田景華 兵庫県泉鏡花の詩 山﨑裕美 調

神戸市 Ｒ321 長田黄蘭 兵庫県杜甫詩四首 幸子 漢

西宮市 Ｍ67 中西松泉 兵庫県沈佺期詩 美惠 漢

神戸市 素1076 中野宣子 兵庫県風の舞 仮

姫路市 Ｇ1607 中野佑美 兵庫県おもかげ 仮

尼崎市 素1024 南條佳園 岐阜県風雅　春歌 佳代 仮

姫路市 Ｇ1582 西川華扇 兵庫県春 美穂 仮

西宮市 素1199 波谷志峰 広島県白玉を セツ子 仮

南あわじ市 Ｋ96 坂東恵風 兵庫県陸龜蒙詩 恵 漢

姫路市 素1102 樋口華堂 兵庫県春の歌 早苗 仮

神戸市 Ｇ1214 檜木あけみ 兵庫県ゆき 仮

明石市 Ｈ1025 平位かよ子 兵庫県花 仮

神戸市 素1054 平岡貴子 兵庫県冬　歌 仮

加東市 Ｇ1603 平川紅舟 兵庫県草むら 美津子 仮

宍栗市 Ｇ1583 平山聖雪 兵庫県み吉野 小百合 仮

姫路市 原1269 広瀬和美 兵庫県素性法師のうた 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

加古郡播磨町 素1317 深瀬裕之 兵庫県鳴鹿 裕之 仮

神戸市 Ｇ305 福島煌春 兵庫県許渾詩 由佳 漢

神戸市 Ｍ82 福島松韻 佐賀県休洗紅二章之一 安典 漢

西脇市 素1088 藤井初音 兵庫県佐保姫 仮

姫路市 Ｇ1899 藤原あゆみ 兵庫県「なにとなく」他１首 仮

加古川市 Ｈ69 藤原花畦 香川県杜甫詩 洋子 漢

神戸市 Ｈ1016 藤原淳子 兵庫県にほのうみ 仮

尼崎市 Ｇ1900 舟瀬純子 兵庫県新古今和歌集より 仮

宍粟市 Ｇ1585 古谷好啓 兵庫県松風 好啓 仮

神戸市 Ｈ3002 古溝幽畦 兵庫県楽府の語 茂 篆

三田市 素1185 細谷暢香 兵庫県石ばしる 真由美 仮

神戸市 Ｇ1599 細田晴美 兵庫県とめどなく 仮

神戸市 Ｇ1217 堀　恵子 京都府万葉四季の歌 仮

加西市 Ｇ1218 前田和美 兵庫県故郷 仮

神戸市 Ｋ100 前田秋翠 兵庫県万葉歌 政子 漢

明石市 Ｒ424 前田柳汀 兵庫県盧照鄰詩 健治 漢

宍栗市 Ｇ1575 牧野聖雲 兵庫県音羽山 覚 仮

宝塚市 Ｒ2004 真崎摂葉 大阪府高村光太郎の詩 洋子 調

姫路市 Ｒ324 松浦青娥 大阪府李太白詩 弘子 漢

加古川市 Ｈ48 松尾美舟 兵庫県杜甫詩 径子 漢

姫路市 Ｇ1904 松本敏子 兵庫県霞立つ 仮

多可郡多可町 Ｇ1592 松本修子 兵庫県初秋 修子 仮

明石市 Ｇ1244 丸山琇果 兵庫県心 果織 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

明石市 素1077 村上松月 兵庫県秋の色 つや子 仮

多可郡多可町 素1104 村上美泉 兵庫県雪の香 貴美子 仮

西宮市 素1200 安信　緑 岡山県粟島に 仮

尼崎市 素1234 矢野恭子 岡山県里の秋 仮

宝塚市 原1315 山下啓明 大阪府露 紀世美 仮

たつの市 Ｇ1976 横山小軒 兵庫県山おろしの風 ひとみ 仮

神戸市 Ｒ2174 吉岡紅鸞 兵庫県ヴィクトル・ユーゴー
の言葉

沙季子 調

加古川市 素1068 吉津ゆり 兵庫県天つ風(あまつかぜ) 仮

神戸市 素2006 渡辺礼子 兵庫県青い葉が出ても 調

奈良県 32( )

生駒市 Ｒ302 相原紫藤 大阪府霽月 真由美 漢

葛城市 Ｋ69 有宗蘭園 岡山県萬葉集 和柄 漢

大和高田市 Ｃ27 池田毓仁 奈良県盧照鄰詩 利宏 漢

宇陀市榛原 Ｋ1001 池田幸子 奈良県花さそふ 仮

香芝市 Ｋ134 石井孤有 奈良県張籍詩句 康夫 漢

北葛城郡上牧町 Ｒ319 井戸翠羽 兵庫県李白詩 里都子 漢

葛城市 Ｋ1002 井森敏美 奈良県萬葉集 仮

橿原市 Ｇ1018 大嶋峰道 奈良県秋さらば 哲雄 仮

奈良市 Ｃ49 大田鵬雨 大阪府愛養鵞 匡 漢

五條市 Ｒ445 岡本凌徑 奈良県張説詩 行純 漢

高市郡高取町 Ｋ1040 河合鷹山 奈良県三吉野 保秀 仮

奈良市 Ｏ3019 喜多芳邑 奈良県五梁輈 徹 篆

奈良市 Ｅ127 北山転石 大阪府陸游詩 薫 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

橿原市 み3004 北　廉耕 奈良県寶馬香車・鳳雲之器 廉耕 篆

奈良市 Ｈ36 小林逸光 大阪府新亭 厚 漢

天理市 Ｎ3063 坂本由朗 奈良県魚上冰 由朗 篆

北葛城郡河合町 素1126 芝崎玲華 大阪府なにとなく 登茂子 仮

生駒市 Ｒ316 髙見廣流 熊本県落霞 広宣 漢

橿原市 Ｋ1052 武村榮子 奈良県万葉の歌 仮

奈良市 Ｃ2018 竹村香城 奈良県与謝野晶子の歌 由香 調

桜井市 Ｃ19 竹本大鶴 兵庫県李詩 治男 漢

桜井市 Ｃ29 土家利之 奈良県杜甫詩 利之 漢

吉野郡大淀町 Ｋ1011 中出佳世子 奈良県吉野山 仮

桜井市 Ｒ452 中野壽照 奈良県蘇軾詩 寿昭 漢

桜井市 Ｅ128 中村象谷 奈良県王粲詩 重勝 漢

奈良市 Ｋ148 仁科惠椒 高知県霊剋 容子 漢

磯城郡田原本町 Ｋ1014 新葉久美 奈良県秋山 仮

高市郡高取町 Ｒ2138 福井青藍 奈良県不図ふと 規子 調

大和郡山市 Ｇ1697 藤田華苑 東京都君がため 喜久代 仮

橿原市 Ｋ1023 盛口寛子 奈良県春日野 仮

奈良市 Ｃ96 安原山遥 大阪府王瑶湘詩 勝二 漢

五條市 Ｋ1150 山本弓子 奈良県想いのうた 仮

和歌山県 8( )

日高郡美浜町 Ｃ129 安宅川崇山 和歌山県春江花月夜抄 崇 漢

和歌山市 素1197 上田大愚 和歌山県春の夜の 誠人 仮

和歌山市 Ｇ1187 加納敬舟 和歌山県やは肌 仲浩 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

海南市 Ｋ279 小西泰鳳 和歌山県流泉深谷 浩太 漢

和歌山市 原1260 小林明香 和歌山県思ふ 庄子 仮

和歌山市 Ｏ3010 関　踏青 大阪府暗中摹索 引網佐苗 篆

御坊市 Ｇ1888 田ノ岡大雄 和歌山県桜花 大雄 仮

和歌山市 Ｇ1546 増井映子 和歌山県万葉のうた 映子 仮

鳥取県 4( )

東伯郡琴浦町 原1052 新藤容舟 鳥取県秋の月 容子 仮

鳥取市 Ｍ60 谷口留仙 鳥取県杜甫詩 ルミ 漢

米子市 原1266 中澤秀月 鳥取県月の兔 都志子 仮

米子市 原1096 吉岡情舟 鳥取県山人の 妙子 仮

岡山県 38( )

倉敷市 Ｓ317 有信柏翠 岡山県査慎行詩 のぞみ 漢

瀬戸内市 Ｓ2051 板野珠蓉 岡山県黄庭堅詩 裕恵 調

倉敷市 Ｋ275 板持圭穂 岡山県施肩吾詩 裕子 漢

倉敷市 Ｓ14 岩井清華 岡山県黄庭堅詩 多美子 漢

岡山市 Ｋ2061 大瀧宏舟 岡山県飲中八仙 和弘 調

岡山市 Ｇ2113 太田春雲 岡山県名張の山 里美 調

倉敷市 Ｋ207 大橋翠汀 岡山県論語 眞理子 漢

小田郡矢掛町 Ｇ5135 大橋曽水 岡山県野辺の萩 宣之 仮

倉敷市 Ｇ1039 岡本雅月 岡山県み吉野は いくみ 仮

岡山市 Ｇ1927 小野玲華 岡山県みよしのは 玲子 仮

倉敷市 Ｇ1456 梶谷純子 岡山県小倉百人一首より 純子 仮

総社市 Ｓ258 鎌野望山 香川県白居易詩 孝夫 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

岡山市 原1006 草野曽舟 岡山県今よりは 哲郎 仮

美作市 Ｇ1450 後藤清苑 岡山県憂きことの 恵美 仮

倉敷市 Ｋ330 伊久裕子 岡山県窓秋 漢

井原市 Ｇ1364 斎藤硯月 広島県むめがかを 道子 仮

岡山市 Ｇ1064 佐野玉松 広島県夕立の 玲子 仮

都窪郡早島町 Ｋ41 澤田月華 兵庫県半山 たつみ 漢

倉敷市 Ｋ208 島村翠月 岡山県詩編 須美江 漢

津山市 Ｋ209 末澤蘭溪 岡山県雁 照美 漢

岡山市 Ｋ2056 末吉健心 香川県真 健二 調

倉敷市 Ｋ138 竹内抱雲 岡山県色欲論 裕紀子 漢

岡山市 Ｇ2101 寺谷和子 岡山県須磨寺の霊水 和子 調

岡山市 Ｋ309 筈井　淳 兵庫県秋来 漢

岡山市 Ｇ2034 林　陽舟 岡山県万葉長歌 健一 調

倉敷市 Ｇ1031 藤川翠香 岡山県鶴二首 成美 仮

井原市 Ｋ224 藤代蓮月 岡山県雨降 和子 漢

岡山市 Ｇ1081 藤原美づほ 岡山県しらぎくの 美づほ 仮

笠岡市 Ｇ5143 光枝旭翠 岡山県旅人 信子 仮

岡山市 Ｇ1909 三宅鏡華 岡山県三十六歌仙 優子 仮

倉敷市 Ｇ5144 三宅教之 岡山県萬葉のうた 教之 仮

倉敷市 Ｇ1038 森上光月 岡山県さくら花 照恵 仮

勝田郡奈義町 Ｋ216 森藤遊山 岡山県横渓 秀明 漢

倉敷市 Ｋ60 守屋知昂 岡山県万葉歌 知永子 漢

倉敷市 Ｋ217 山下碧玲 徳島県花 隆子 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

岡山市 Ｇ2114 山本明美 岡山県ひなまつり 明美 調

岡山市 Ｋ63 山本一舟 岡山県古印 重治 漢

岡山市 Ｇ5025 山本満理子 岡山県夢 満理子 仮

広島県 28( )

尾道市 Ｓ2034 惠谷錦繍 広島県星落秋風五丈原 佳乃子 調

広島市 Ｇ5038 大槻千穂 広島県拾遺和歌集 千穂 仮

呉市 Ｇ1370 岡島絹子 広島県うめ 絹子 仮

広島市 Ｇ1372 岡野彩月 広島県山家集を 久恵 仮

福山市 Ｇ2042 金川洋臣 広島県富士の北麓 洋臣 調

三次市 Ｇ1341 金丸実加 広島県あしびきの 実加 仮

東広島市 Ｇ2043 金谷雷聲 広島県稲妻だ 豊 調

世羅郡世羅町 原1123 岸　雅舟 愛知県きみしのぶ 雅代 仮

尾道市 Ｇ1367 児玉祐子 広島県春の山 祐子 仮

尾道市 Ｇ97 小林韜光 広島県鴨の羽音の聲 富子 漢

福山市 Ｓ551 小林萬鯉 広島県精妙 仁志 漢

広島市 Ｋ2070 杉岡陽水 広島県残されし者達よ 雅博 調

尾道市 Ｇ5167 鈴木　蒼 広島県万葉歌 辰男 仮

尾道市 原1157 中谷佳香 広島県なきとむる 佳香 仮

福山市 原1068 中室舟水 広島県琴の音 明 仮

広島市 Ｇ1549 中森　淳 広島県静穏 淳 仮

安芸郡府中町 素1177 那賀洋子 広島県海原の 仮

広島市 Ｇ1369 新居新月 広島県秋 明子 仮

廿日市市 Ｇ1386 畑本智江 広島県みよしのは 智江 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

広島市 Ｇ1548 桧垣伸子 広島県耀りやまぬ公孫樹 伸子 仮

福山市 Ｇ1353 藤井雪月 広島県ほととぎす 幸子 仮

広島市 Ｇ1339 藤田　綾 広島県ももしきや 綾 仮

東広島市 Ｇ1242 増山聖仙 山口県人麻呂の歌 恵子 仮

尾道市 素1186 松崎孝子 兵庫県人もねの 孝子 仮

呉市 素1267 松本美穂 広島県あしびきの 美穂子 仮

安芸郡府中町 Ｇ1077 溝本燁子 広島県山家集抄 燁子 仮

呉市 Ｇ2122 山上庸子 広島県遠風 庸子 調

廿日市市 Ｇ5046 吉田道子 広島県人目ともしき 道子 仮

山口県 3( )

下関市 Ｋ311 粟屋俊堂 山口県孤鳳吟 俊朗 漢

岩国市 Ｇ1869 岡村翠苑 山口県小倉百人一首 道子 仮

岩国市 Ｇ2030 山本一遊 山口県一茶の句 幸 調

徳島県 9( )

板野郡藍住町 Ｇ5050 亀石文苑 徳島県春霞 二三 仮

三好市 Ｇ1075 詫間勝陽 徳島県春たちけるひよめる 勝子 仮

阿南市 Ｈ70 田村元帥 徳島県賈至詩 元帥 漢

徳島市 Ｇ1110 廣瀬蕙花 徳島県卯の花の 久代 仮

美馬市 Ｋ1207 向井京子 徳島県故郷 仮

徳島市 み3003 森上象玉 熊本県魏志語二種 由比子 篆

徳島市 Ｓ155 森上洋光 熊本県摘録韓休詩 洋光 漢

徳島市 Ｇ1114 森　光翔 徳島県古今和歌集抄 裕美子 仮

鳴門市 Ｈ64 吉田翠彩 徳島県王維詩 幸代 漢

香川県 16( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

高松市 Ｏ42 岡田啓峰 香川県李商隱之詩 澄暉 漢

丸亀市 Ｋ114 久保未奈 香川県玉浦 竹内未奈
子

漢

丸亀市 Ｋ115 久保黎峰 香川県気を治む 祐三 漢

高松市 Ｋ117 黒田圭生 香川県幽愁と暗恨 漢

観音寺市 Ｏ16 高嶋禎葉 香川県高青邱之詩 秀和 漢

高松市 Ｏ44 西岡柚華 東京都崔道融之詩 久美子 漢

仲多度郡多度津町 Ｋ127 花車祥鶴 香川県情・こころ 敦子 漢

三豊市 Ｓ69 原　青丘 香川県蘇東坡詩 潤子 漢

仲多度郡琴平町 素1082 原多詠子 香川県秋の山里 妙子 仮

丸亀市 素1105 廣田蓬邨 香川県四季の移い 茂昭 仮

丸亀市 Ｇ1042 正田幸子 香川県日本の国 幸子 仮

丸亀市 Ｋ2027 松浦典子 香川県四季の風雅 調

丸亀市 Ｇ5076 眞鍋憲二 愛媛県黒髪は 憲二 仮

善通寺市 Ｋ62 山地鶴翠 香川県氣 千鶴子 漢

仲多度郡多度津町 Ｇ5090 山本惠美子 香川県いろかはる 惠美子 仮

丸亀市 Ｋ2035 好永麗玉 香川県幼き者達へのエール 詔子 調

愛媛県 4( )

今治市 Ｋ1133 浅野清子 愛媛県ときは 仮

松山市 Ｋ244 金尾美景 愛媛県蘇軾詩 漢

西予市 Ｋ241 萩森鳳仙 愛媛県月林清影 德一 漢

松山市 Ｋ248 安永祥世 東京都呉蘭雪詩 漢

高知県 2( )

高知市 Ｇ2165 玉井朝子 高知県奥の細道 朝子 調



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

南国市 Ｇ1913 山本智子 高知県古今和歌集抄 智子 仮

福岡県 43( )

田川市 Ｍ10 生原紫潾 福岡県陶淵明詩 皆子 漢

福岡市 Ｋ2052 石津墨扇 山口県故郷を思う 孝泰 調

久留米市 Ｓ393 井上泰三 福岡県司空曙詩 泰三 漢

福岡市 Ｓ389 上田翠泉 福岡県銭起詩 楓 漢

福岡市 Ｋ30 上田東風 福岡県白鷗 誠二 漢

行橋市 Ｋ2021 臼井芳晴 福岡県知己 調

筑紫郡那珂川町 素1152 内村明幹 福岡県万葉月歌 知悦 仮

福岡市 Ｚ18 江越初華 福岡県柳宗元詩 はつえ 漢

北九州市 Ｅ120 大塚婉嬢 福岡県李商隠詩四首 順子 漢

福岡市 Ｇ1118 小野弘美 福岡県今来むと 弘美 仮

福岡市 Ｚ1004 甲地敬水 福岡県月夜さやけし 敬子 仮

宗像市 素1237 金子栁水 福岡県人 洋子 仮

宗像市 Ｋ2022 萱野春陽 佐賀県大馬の群 葉子 調

福岡市 Ｋ2053 久保和道 福岡県帰郷 遼 調

福津市 Ｇ1919 坂井孝次 兵庫県鶯 孝次 仮

北九州市 Ｆ2200 坂元紫香 長崎県夏の訪れ 麻子 調

北九州市 Ｋ82 坂本吐舊 宮崎県張南史詩一節 順司 漢

福岡市 Ｋ187 柴田白鳳 福岡県陶淵明詩三首 幸祐 漢

北九州市 Ｆ3106 師村立卿 宮崎県師子奮迅之力 五六 篆

筑後市 Ｓ149 下川蒼田 福岡県摘録中庸章句序 善道 漢

春日市 Ｇ1883 平　緑泉 広島県春 陽子 仮



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

福岡市 Ｋ45 谷村魁秀 福岡県義 充也 漢

久留米市 Ｇ5032 堤　裕子 福岡県かがやき 裕子 仮

春日市 Ｋ189 津留信泉 福岡県春愁 信代 漢

筑後市 Ｋ286 永田一晴 福岡県楊巨源詩 漢

北九州市 Ｋ92 長沼龍雲 福岡県春聲 孝昌 漢

久留米市 Ｓ390 成清紅葩 福岡県孟浩然詩 マリ 漢

糟屋郡粕屋町 Ｚ1 二宮欣山 福岡県對缾梅作 敏治 漢

福岡市 Ｒ412 野中朱石 佐賀県李沂詩 日出昭 漢

北九州市 Ｃ81 橋本桐秀 福岡県唐詩六首 朋子 漢

福岡市 Ｍ2009 原　泉耕 福岡県薛瑄の詩 康彦 調

田川郡福智町 Ｋ201 東　彩雲 福岡県孝を問う 真須美 漢

福岡市 Ｆ2194 兵頭白慧 福岡県黒揚羽 真佐子 調

太宰府市 素1180 平島千代子 福岡県まくずはら 千代子 仮

宗像市 Ｋ202 古川嶽童 福岡県教 広一 漢

糟屋郡篠栗町 Ｋ53 松原宏仙 福岡県観月 敏宏 漢

北九州市 Ｇ1127 丸林玉芳 福岡県わが庭の 律江 仮

福岡市 Ｋ2038 宮田東雅 福岡県摩利支天 凌雅 調

福津市 Ｋ57 本松嶽仙 福岡県志 泉 漢

福岡市 Ｋ59 森田草藍 福岡県武陵曉泛 啓司 漢

福岡市 Ｋ61 八尋漱玉 福岡県造 真一 漢

大川市 Ｍ106 龍　玄海 福岡県杜少陵詩 英臣 漢

福岡市 Ｋ2023 渡邉恵風 福岡県風 智恵子 調

佐賀県 1( )



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

唐津市 Ｚ1005 草野煌月 佐賀県ゆふづくよ 京子 仮

長崎県 3( )

大村市 Ｆ1017 石橋珠扇 長崎県晩夏 民子 仮

島原市 Ｆ1022 井手上香陽 長崎県並木 久子 仮

佐世保市 Ｇ5012 奥山義治 長崎県冬の池 義治 仮

熊本県 10( )

熊本市 素1205 池田由利子 熊本県春山の 由利子 仮

熊本市 素1207 井上邦子 熊本県うめの花 邦子 仮

熊本市 素1208 岩谷香代子 熊本県色にいでて 香代子 仮

熊本市 Ｒ363 江上蒼龍 熊本県段克己詩 利弘 漢

熊本市 素1211 大久保倫子 熊本県春立つ 倫子 仮

熊本市 Ｚ1012 河田三和子 熊本県花 仮

宇城市 Ｙ68 中川汀松 熊本県過香積寺 寿子 漢

熊本市 Ｚ1035 中村天馨 熊本県思ひ すよ 仮

宇城市 Ｚ1045 藤本世紀子 熊本県牧水の渓谷集より「朝
雲」

仮

人吉市 Ｇ1129 山本徳舟 熊本県春過て 道徳 仮

大分県 4( )

大分市 素1202 河村靈峰 大分県海 原 嘉之 仮

別府市 Ｆ2260 後藤鶴心 大分県素敵な夢 昭三 調

大分市 Ｆ2277 西村桃霞 大分県夜桜逍遙 節子 調

佐伯市 Ｒ451 樋口紫水 大分県陶淵明詩 義行 漢

宮崎県 7( )

宮崎市 Ｍ6 井上峰雪 宮崎県山寺 順子 漢

宮崎市 ヒ2 岩切天掃 宮崎県陸游詩 裕敏 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

宮崎市 Ｇ1145 後藤草州 宮崎県わがために 祐子 仮

宮崎市 Ｇ1146 中村友光子 宮崎県夕されば 友光子 仮

宮崎市 Ｋ2046 藤高大峰 宮崎県画境 祐太朗 調

西臼杵郡五ヶ瀬町 Ｋ128 本田蘇望 宮崎県萬葉歌 淳也 漢

都城市 Ｍ1068 森武聖鳥 宮崎県三十六歌仙の歌 まち子 仮

鹿児島県 15( )

奄美市 Ｓ139 池田光遊 鹿児島県杜甫詩 光麿 漢

鹿児島市 Ｂ1035 仮屋ひろみ 鹿児島県晶子のうたを 仮

日置市 Ｚ1083 角　康代 鹿児島県良寛のうたを 仮

鹿児島市 Ｇ2001 添田耕心 鹿児島県中原中也の詩 義盛 調

鹿児島市 Ｇ1130 寺園公惠 鹿児島県としをへて 仮

鹿児島市 Ｓ284 徳田紫柳 鹿児島県沈佺期詩 正美 漢

鹿児島市 Ｋ2036 福徳俊爽 鹿児島県幻 亮 調

鹿児島市 Ｇ1144 前迫紫葉 鹿児島県君ならで 徹也 仮

鹿児島市 Ｇ1132 牧野萌春 鹿児島県小倉百人一首より二首 美穂子 仮

肝属郡東串良町 Ｓ2431 松元華舟 鹿児島県良寛の詩 ひろ子 調

大島郡知名町 Ｇ1906 水口昌紀 鹿児島県色も香も 仮

霧島市 Ｓ174 山内紀隆 鹿児島県陶淵明詩 紀隆 漢

鹿児島市 Ｇ1138 山﨑梅風 鹿児島県万葉集より三首 和子 仮

鹿児島市 Ｇ1139 山下松月 鹿児島県ほのヽヽと 範子 仮

鹿児島市 原1273 若松志保 鹿児島県紫式部集抄 仮

沖縄県 9( )

那覇市 Ｓ26 我部玉萩 三重県石蒼舒酔墨堂他一首 幸枝 漢



都道府県 区市町村 受付番号 出品者名 出身
都道府県題名特選 新入選 本名 種別

島尻郡八重瀬町 Ｇ208 金城翔山 沖縄県項忠詩 久弥 漢

那覇市 Ｓ741 幸喜洋人 沖縄県王摩詰詩 洋人 漢

那覇市 Ｇ211 平良龍洸 沖縄県西句橋 祥太 漢

那覇市 Ｇ205 茅原南龍 沖縄県春類１４字 善元 漢

那覇市 Ｇ212 仲里光雲 沖縄県游仙 徹 漢

宜野湾市 Ｚ3001 比嘉南牛 沖縄県點滴穿石 良勝 篆

中頭郡西原町 Ｇ216 宮本峰堂 兵庫県抱書 康申 漢

糸満市 Ｙ1095 山城艸翠 沖縄県幾とせの春 美智子 仮
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