
改組 新 第4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 15( )

札幌市 Ｆ2045 上西弘美 北海道光の微塵 調

札幌市 Ｓ2024 戸澤秋亭 北海道暮秋 紀之 調

札幌市 Ｓ726 渡辺美鴻 北海道長安春日 珠美子 漢

札幌市 Ｓ3031 越坂久雄 北海道道法自然 篆

札幌市 Ｓ724 大川一濤 岩手県游鱗 修一 漢

札幌市 Ｆ2055 作田敬風 北海道微かな光 敬子 調

札幌市 Ｓ727 竹村節子 北海道七里灘 漢

札幌市 原1053 阿部和加子 北海道祝 仮

札幌市 Ｆ2037 斉藤昭苑 北海道いのちの音楽 久美子 調

札幌市 Ｓ2380 山田起雲 北海道灕江 敏 調

函館市 端3006 上山天遂 北海道道法自然 勝紀 篆

函館市 素1165 黒田仙雪 北海道旅　愁 文子 仮

函館市 Ｆ2069 天満篤子 北海道短歌 調

旭川市 Ｆ2004 東方鳳山 北海道霧の摩周湖 郁夫 調

恵庭市 Ｓ2245 籬 宥行 北海道鴉 宏行 調

青森県 6( )

青森市 Ｇ1004 浦郷綾子 青森県荒玉の 仮

青森市 Ｇ124 菊池翠汀 青森県蘇東坡詩 博史 漢

黒石市 Ｓ666 細川琉晟 青森県河南府試十二月樂詞五
月

和子 漢

十和田市 Ｇ2021 三浦紫香 青森県新渡戸稲造のことば 祐子 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

つがる市 Ｇ1114 松木恵香 青森県新古今集の歌を 恵子 仮

平川市 Ｒ160 西谷昇仙 青森県謝霊運詩 隆志 漢

岩手県 16( )

盛岡市 Ｇ1404 木村茜佳 秋田県春のゆくへ 敏子 仮

盛岡市 Ｇ5051 田中遊雪 岩手県秋風に 惠子 仮

盛岡市 Ｇ1378 津志田沙苑 岩手県古今和歌集より チヤ子 仮

盛岡市 Ｇ308 丸若敬葉 千葉県李商隠詩 礼子 漢

盛岡市 Ｇ5052 山火葉舟 岩手県与謝野晶子のうた 禮子 仮

盛岡市 Ｇ2036 横田朗子 岩手県花は咲く 調

盛岡市 Ｋ2070 吉田桃閑 岩手県暦 菜穂子 調

一関市 Ｓ2037 大河原節子 岩手県石川啄木の詩 調

二戸市 Ｓ611 澤藤華星 岩手県鄭畋詩 ゆかり 漢

奥州市 H111 佐藤千香 岩手県王屋詩 漢

奥州市 Ｇ5047 菅原静華 岩手県白菊の花 裕子 仮

滝沢市 Ｇ1414 田中萌悠 岩手県小倉百人一首より 園子 仮

滝沢市 Ｇ1379 野田清夏 岩手県三十六歌仙より 仮

滝沢市 Ｇ1384 丸山篁香 岩手県みねおろす 清子 仮

紫波郡矢巾町 Ｇ1521 小林玉青 福島県松風 圭子 仮

紫波郡矢巾町 Ｇ5054 佐渡谷小琴 岩手県百人一首抄 節子 仮

宮城県 3( )

仙台市 Ｇ5057 門間翠葉 宮城県みよしのは 純子 仮

仙台市 Ｓ492 小日向慶可 宮城県趙嘏詩 慶子 漢

東松島市 Ｓ504 末永瑞鳳 宮城県代聖集贈別 裕之 漢

秋田県 5( )



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 Ｇ1392 伊勢麻子 秋田県なつやまに 仮

秋田市 Ｇ1522 小松紫峯 宮城県月 けい子 仮

由利本荘市 Ｇ1402 軽部桃香 秋田県花の色は 孝子 仮

大仙市 Ｇ145 石井竹華 秋田県鄒迪光詩 千恵子 漢

仙北市 H113 山口顕正 秋田県許正蒙詩 漢

山形県 6( )

山形市 Ｓ2282 奥山秀山 山形県河野裕子のうた 秀則 調

山形市 ヒ24 渡部梅祥 山形県白楽天詩 祥子 漢

村山市 Ｓ4 工藤聖泉 山形県黄庭堅句 貞義 漢

天童市 素1160 岡崎茜葉 山形県万葉集東歌 瑞子 仮

天童市 ヒ84 鈴木千岳 山形県王樞詩 漢

東根市 ヒ20 藤井東鴛 山形県孫逖詩 世樹 漢

福島県 6( )

福島市 原1108 大塚暢舟 福島県秋の夕暮 真理 仮

福島市 原1114 鎌田岐舟 神奈川県はつしぐれ 緑 仮

郡山市 原1289 大内純子 福島県金槐和歌集抄 仮

いわき市 Ｓ555 鈴木花泉 福島県贈丹崖隠者 純子 漢

須賀川市 Ｇ5141 國分春泉 福島県新古今集の歌 弘子 仮

喜多方市 Ｇ1685 原 波江 福島県つれづれの 仮

茨城県 44( )

水戸市 Ｓ465 石川茜舟 茨城県廢瑟詞 敏子 漢

水戸市 Ｅ130 髙橋司鋒 新潟県杜少𨹧詩 司 漢

水戸市 み3044 辻 敬齋 石川県淮南子語二種 哲一 篆

水戸市 Ｇ1676 中村裕美子 岡山県伊勢集抄 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

水戸市 Ｓ2074 松浦螢郊 茨城県良寛詩三首 惠子 調

水戸市 Ｓ458 山内香鶴 茨城県懐子相 つる女 漢

水戸市 端3002 山内白華 茨城県極慮専精 基弘 篆

水戸市 Ｓ541 吉澤太雅 茨城県秋の聲 漢

日立市 Ｓ592 小野江華 茨城県陶淵明詩 夕起江 漢

日立市 Ｓ558 山内香楓 愛媛県白居易詩四首 史子 漢

土浦市 Ｓ550 伊藤春蕙 茨城県白楽天詩二首 正子 漢

土浦市 Ｋ18 窪山墨翠 福岡県可嘆 剛司 漢

土浦市 Ｓ285 椎名桃華 茨城県李太白詩 香 漢

石岡市 Ｇ205 細谷如溪 茨城県梁川星巌の詩 一郎 漢

結城市 Ｓ510 鈴木宗美 茨城県春夕 美紀子 漢

結城市 Ｓ511 鈴木明窓 茨城県甘露寺 俊明 漢

常陸太田市 Ｓ547 篠原擧秋 茨城県呉蘭雪詩二首 文子 漢

常陸太田市 Ｓ556 西野鵞山 茨城県瀧吏 千里 漢

高萩市 Ｓ181 佐川峰章 茨城県高爽 智紀 漢

高萩市 Ｓ369 佐川蘆州 茨城県李咸用詩 俊幸 漢

笠間市 Ｓ2072 新堀應秋 茨城県こころ 光子 調

取手市 Ｓ385 片根弘園 三重県陶淵明詩 ひろ子 漢

つくば市 Ｋ46 荒木廣山 茨城県大樸 広之 漢

つくば市 Ｋ49 井上筑香 茨城県清游 未来 漢

つくば市 Ｓ287 武石琳華 茨城県盧照鄰詩 由香里 漢

ひたちなか市 Ｓ551 川﨑一葦 山形県劉崧詩漫興他 寿美 漢

ひたちなか市 Ｓ593 川野邉泰雲 茨城県蘇軾詩 泰司 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

ひたちなか市 Ｓ552 倉田朱鷗 茨城県劉崧詩 裕美 漢

ひたちなか市 Ｓ554 佐久間篁石 神奈川県白居易詩 房枝 漢

ひたちなか市 Ｓ2080 西野香葉 茨城県李太白詩 敏子 調

潮来市 Ｓ467 井上光基 茨城県蘇東坡詩 漢

守谷市 Ｓ3008 中田英史 広島県知恩者少 篆

守谷市 Ｆ2112 森 桂山 千葉県白鷺 健一郎 調

守谷市 Ｇ5173 川三千代 新潟県移りゆく季節 仮

那珂市 Ｓ474 大和田豊久 茨城県破屋 ひさ江 漢

那珂市 Ｓ579 吉澤衡石 茨城県周必大詩 年矢 漢

筑西市 Ｓ559 鶴見香萩 茨城県秋興 糸子 漢

神栖市 Ｓ457 小林千早 茨城県蘇東坡詩 漢

つくばみらい市 Ｓ498 山藤秀翠 山梨県春申君祠 美代子 漢

久慈郡大子町 Ｓ496 佐藤白蘆 茨城県白楽天詩 きよ子 漢

稲敷郡阿見町 Ｓ1170 佐藤静子 東京都雁のうた 仮

稲敷郡 原1097 秋山和也 茨城県ながれゆく 仮

猿島郡境町 Ｓ3006 齋藤 寛 長野県老安少懷 寛仁 篆

北相馬郡利根町 Ｙ1094 井家恵子 石川県白露 仮

栃木県 6( )

宇都宮市 Ｓ2111 赤澤寧生 栃木県蕗の薹 調

宇都宮市 Ｓ626 福岡俊介 鹿児島県衢涂 漢

小山市 Ｓ518 中里弘峯 栃木県燕 昌弘 漢

小山市 Ｓ22 松本純美代 栃木県宮中行楽詞 漢

大田原市 Ｇ1682 川上鳴石 栃木県陸奥 文敏 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

下都賀郡壬生町 Ｂ3012 福富玲茜 栃木県老馬知道 美紀 篆

群馬県 3( )

高崎市 素1168 小林和香 群馬県わが宿の 和子 仮

太田市 Ｓ2085 津久井智恵美 群馬県草臥を 調

みどり市 Ｇ2072 新井静翠 群馬県留美子　神々の詩より まゆ美 調

埼玉県 75( )

さいたま市 Ｐ3008 森 秀雄 埼玉県疾風迅雷 篆

さいたま市 Ｇ1666 新井崇子 埼玉県はまゆふ 浅野崇子 仮

さいたま市 Ｙ73 藤森大節 静岡県薩天錫句 大雅 漢

さいたま市 ヒ104 山口春苑 埼玉県李白詩 晃子 漢

さいたま市 Ｙ126 佐川花蹊 埼玉県眞山民詩 幸子 漢

さいたま市 Ｓ204 新宮谿山 長崎県高青邱詩 頴 漢

さいたま市 Ｙ2013 林田翠山 長崎県高青邱詩五首 省一 調

さいたま市 Ｂ1008 由井孝枝 東京都月の色 仮

さいたま市 Ｇ1020 櫛渕一江 群馬県空蝉の 仮

さいたま市 素1132 鈴木令華 大阪府月 裕子 仮

さいたま市 Ｓ3002 新井昭江 群馬県龍驤麟振 篆

川越市 Ｇ340 川名思孝 埼玉県庖丁解牛 孝一 漢

川越市 端20 永島五峻 埼玉県梅堯臣詩 英明 漢

川越市 Ｓ628 山下敬起 鹿児島県釋省澄詩 漢

川越市 Ｓ627 山下睦未 鹿児島県淮陰侯列伝一節 漢

熊谷市 Ｓ1 飯島冰壺 埼玉県雙棲 英雄 漢

熊谷市 Ｓ1136 石原裕子 埼玉県秋 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

熊谷市 Ｇ1664 折川 司 埼玉県春秋 仮

熊谷市 Ｓ648 野口岱寛 埼玉県澄寂 淳 漢

熊谷市 Ｇ1439 宮坂よし子 三重県後拾遺和歌集 仮

川口市 Ｆ2124 熊谷咸集 東京都髙尾山昭の句 精一 調

川口市 Ｓ1104 坂井麻菜美 東京都万葉集 仮

川口市 遊3049 滑田燿齋 埼玉県渉獵書傳・道無窮 一輝 篆

所沢市 Ｆ2003 石澤俊介 北海道渡辺千槙の歌 調

所沢市 Ｇ1006 川合広太郎 千葉県紅葉 仮

所沢市 Ｓ1130 神山智花 埼玉県万葉のうた 仮

所沢市 Ｇ1024 森 芳子 広島県夜もすがら 仮

飯能市 Ｓ223 竹ノ内裕一 岩手県李模詩 漢

東松山市 Ｓ159 龍寳眞樹 神奈川県白居易詩 漢

春日部市 Ｓ2061 本多青龍 埼玉県舞い飛天 孝夫 調

狭山市 端2 尾﨑之搨 埼玉県卓英英詩 康行 漢

羽生市 Ｅ124 深田邦明 新潟県厲鶚詩 漢

鴻巣市 Ｓ1126 谷中寿江 埼玉県花は根に 仮

上尾市 Ｓ1096 沖崎愛流 埼玉県ぬばたまの妹が・・・ 愛子 仮

上尾市 Ｂ1048 鈴木千佳子 大阪府万葉の歌 仮

上尾市 Ｓ252 富永蘇泉 埼玉県杜子美詩 達也 漢

越谷市 Ｇ1645 浅井佐茅子 千葉県草むら 仮

越谷市 Ｓ2083 一色久子 東京都鷺山に秋の 調

越谷市 Ｘ3006 齊藤子建 埼玉県延年益壽 正起 篆

越谷市 Ｓ1123 桃木美風 埼玉県夕立 富美子 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

戸田市 Ｇ1671 駒﨑陽子 埼玉県古今和歌集 仮

入間市 Ｓ618 藤巻窓月 徳島県莊子・逍遙遊篇 明子 漢

朝霞市 Ｂ3002 遠藤慶光 埼玉県螽斯詵詵 篆

朝霞市 Ｓ750 片山峻菫 埼玉県秋望 裕栄 漢

志木市 Ｙ1 小渕石峯 長崎県髙靑邱詩 義明 漢

志木市 み3052 権田逸廬 埼玉県齊秦襲 瞬一 篆

志木市 み3009 山口蓉舫 埼玉県孔翊絶書・頡滑有實 美枝 篆

新座市 素1164 菅田萌春 東京都夕されば 圭子 仮

新座市 Ｂ1072 安河内弘子 埼玉県わがやど 仮

桶川市 Ｇ1023 野瀬真理 埼玉県月 仮

久喜市 Ｇ2096 須藤恵里 埼玉県冬庭 調

八潮市 Ｂ1021 伊藤伯砂 和歌山県むらさきの 真子 仮

八潮市 遊3045 尾花太虚 東京都能藏拙・畏犧辭聘 勉 篆

富士見市 Ｓ277 秋山彩華 茨城県曹植詩 さやか 漢

富士見市 Ｋ367 梅林由葵乃 岡山県故人 漢

富士見市 Ｓ161 蒲地泰雅 佐賀県李夢陽詩 功太郎 漢

富士見市 Ｋ196 榊 晴海 福岡県聲滿 漢

富士見市 Ｋ333 湯淺光峰 香川県孫覿詩 圭祐 漢

三郷市 Ｇ1283 井上淑恵 東京都新古今和歌集 津賀子 仮

三郷市 Ｓ40 江原見山 東京都五言二句 寿 漢

坂戸市 Ｙ94 池田映川 埼玉県良寛詩 公代 漢

坂戸市 Ｓ695 北清紫紅 埼玉県李白詩二首 利恵 漢

鶴ケ島市 Ｓ748 松浦北龍 北海道望衡嶽 貢 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

鶴ヶ島市 端19 松浦龍坡 埼玉県石沅詩 巧 漢

鶴ヶ島市 Ｓ614 松尾光晴 長野県岑参詩句 漢

日高市 遊3001 黒野陶山 岐阜県晨參暮省 富男 篆

吉川市 Ｓ1095 岩田陽子 神奈川県めづらしき人 仮

ふじみ野市 Ｓ613 角田大壤 群馬県順弟 健一 漢

ふじみ野市 Ｓ262 山下 剛 岡山県方岳詩 漢

ふじみ野市 Ｙ2028 和田朱美 石川県与謝野晶子の詩 調

白岡市 素1047 亀山真佐江 宮城県はるの心 仮

比企郡小川町 遊3002 奈良衡齋 埼玉県好風・鶴心情 始 篆

比企郡小川町 Ｙ5 栁澤玄嶽 長野県文心雕龍句 充 漢

比企郡鳩山町 Ｓ753 齋藤北亭 茨城県清俸橋 きくの 漢

北葛飾郡松伏町 Ｆ2036 野口万里子 埼玉県冬景色 調

千葉県 24( )

千葉市 Ｓ790 宮負丁香 千葉県施肩吾詩 一昭 漢

千葉市 Ｋ76 西山翠蓮 茨城県心 優 漢

千葉市 Ｓ185 鹿倉碩齋 鹿児島県雍煕 壮史 漢

千葉市 Ｓ791 小泉興起 埼玉県陸游詩 由利 漢

市川市 Ｓ2123 安達香悦 兵庫県花明り 悦子 調

船橋市 Ｂ1069 向井みりあ 大分県夜もすがら 仮

船橋市 Ｇ1687 湯澤 聡 秋田県まほろば 仮

松戸市 Ｓ293 鄙里章華 鹿児島県杜子美詩 優子 漢

成田市 Ｇ305 藤﨑義舟 千葉県唐詩５絶２首 祐司 漢

東金市 Ｙ1064 仲野白曄 千葉県木の葉 洋子 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

柏市 Ｙ1018 今泉房子 福島県かほり 仮

市原市 Ｓ804 時田大祥 千葉県良寛詩 博之 漢

流山市 Ｓ418 浅井恵華 埼玉県劉基詩 恵美子 漢

流山市 Ｅ2044 茂野柰園 山形県「おくのほそ道」一節 佳奈子 調

流山市 素1186 蓜島悦子 埼玉県庭草に 仮

流山市 Ｚ1074 三田美恵子 埼玉県金槐和歌集 仮

八千代市 Ｂ1020 飯沼美翔 岩手県古寺 美津子 仮

浦安市 Ｓ1140 池田園子 千葉県四季の歌 仮

印西市 Ｓ1092 井上慧瑶 大阪府小倉山 朋子 仮

富里市 Ｓ2396 伊場英白 千葉県菜根譚 光男 調

南房総市 Ｆ2096 齋藤和梗 千葉県晶子歌七首 和子 調

香取市 Ｓ480 香取玉龍 千葉県春夕 潤哉 漢

香取市 Ｓ526 原沢游古 千葉県劉阮再到天台不復見仙
人

茂夫 漢

山武郡九十九里町 Ｓ847 髙橋興擧 千葉県韋應物詩 洋 漢

東京都 95( )

千代田区 Ｂ1108 杉浦華桂 神奈川県あさ潮 妙子 仮

港区 Ｂ1009 秋山繭子 東京都萬葉のうた 仮

港区 Ｓ163 中村大郁 富山県道之以徳 拓也 漢

新宿区 Ｓ460 青栁祥風 愛知県失鶴 民代 漢

新宿区 Ｓ1090 石渕江美 三重県紫の雲路 仮

新宿区 Ｂ1040 木村秋月 富山県京師 瑜美子 仮

文京区 Ｂ1136 大石三世子 宮崎県わが里は 仮

文京区 Ｋ57 金子令澄 東京都馬詩七首 眞由美 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

文京区 Ｓ1114 谷口成孝 鹿児島県木の葉 仮

文京区 遊3085 山本晃一 新潟県五穀豊穣 篆

墨田区 Ｓ206 井上広登 福岡県殘雨濕留聲點滴 漢

墨田区 遊3071 小池大龍 東京都點畫狼藉 達昭 篆

墨田区 Ｋ183 森山雅峯 岡山県ひさかたの 真彦 漢

墨田区 Ｇ1018 柳沢翠明 群馬県ほととぎす カツ枝 仮

墨田区 Ｓ53 山口香葉 千葉県王摩詰詩 とみ子 漢

江東区 Ｓ863 伊藤慈恩 千葉県沈佺期詩 雄大 漢

品川区 Ｆ9 阿部鷹玄 東京都漢詩より 秀成 漢

品川区 Ｓ149 堀江聖筑 福岡県嚴敕詩 尚子 漢

品川区 Ｓ2075 依田希代子 群馬県いてふの町 調

目黒区 Ｓ469 今井菜美子 熊本県宿揚州 漢

目黒区 Ｙ6 山口啓山 新潟県李太白句 啓司 漢

大田区 Ｓ543 芦澤蕗香 茨城県白楽天詩　長恨歌一節 康子 漢

大田区 Ｃ2 岩崎翔舟 静岡県王維詩 郁子 漢

大田区 Ｓ1119 林紀美子 東京都いづくには 仮

世田谷区 Ｓ1128 小木曽郁子 京都府伊勢集 仮

世田谷区 Ｓ1129 國益悦子 福岡県山家集 仮

世田谷区 Ｇ1021 末永 薫 東京都春の月 仮

世田谷区 素1176 菅野かなめ 大阪府よろづよに 仮

世田谷区 Ｇ5168 須藤白扇 東京都静寂 安子 仮

世田谷区 素1118 長柄丹青 東京都山の端に 恵美子 仮

世田谷区 Ｋ136 福島楚雪 大阪府万葉歌 順子 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

中野区 Ｓ45 遠藤昌運 東京都剛邁 昌司 漢

中野区 Ｓ1101 工藤友子 北海道をみなへし とも子 仮

中野区 原1153 原嶋棠翠 東京都山家集 幸子 仮

杉並区 遊3056 大西正容 東京都離群索居 優 篆

杉並区 Ｓ931 梶原千煕 福井県李太白詩 ひかり 漢

杉並区 Ｇ1681 小林ミリ 東京都雪のした草 仮

杉並区 Ｓ1026 原田弘琴 東京都古今集冬の歌 弘美 仮

豊島区 Ｓ203 石川青邱 東京都雷蘇 圭一 漢

豊島区 Ｇ1574 井上南海 東京都花と月 南海子 仮

豊島区 Ｓ456 今井桂芳 北海道迓使客夜歸四首　其三 敬子 漢

北区 Ｓ140 岩脇佐雅 新潟県陶淵明詩 里絵子 漢

北区 Ｓ3003 木全良一 愛知県寛猛相濟 篆

北区 遊3083 松尾碩甫 東京都道法自然 大輔 篆

荒川区 Ｓ20 竹山昶伯 青森県王涯詩 伸 漢

板橋区 Ｂ1027 王鷲千代子 埼玉県沖つ潮風 仮

板橋区 Ｂ1100 小林幸子 東京都追慕 仮

板橋区 Ｍ64 得丸鵬仙 大分県何景明詩「贈王文熙」 奈美 漢

板橋区 Ｓ5 歳森芳樹 岡山県袁枚詩 漢

板橋区 Ｋ207 光瀬松團 福岡県嘉 千騎 漢

板橋区 Ｓ166 山本青郁 埼玉県眩燿 正樹 漢

練馬区 Ｓ176 青木聴雪 鹿児島県冰解 豊 漢

練馬区 Ｓ926 飯濵晋川 新潟県偶然 裕志 漢

練馬区 Ｓ136 上籠鈍牛 鹿児島県句 圭介 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

練馬区 Ｇ1430 尾上 慶 宮崎県秋の歌 仮

練馬区 Ｆ2176 香川景行 香川県孝政の詩 調

練馬区 Ｙ1100 金子 馨 埼玉県柿本人麿三首 仮

練馬区 Ｓ1111 武田美奈子 埼玉県花橘 仮

練馬区 Ｇ5127 中江容邨 岡山県日本の四季 容二 仮

練馬区 素1290 中原信竹 福島県有明の月と花 信子 仮

練馬区 原1159 福本三佳 福岡県ささなみの 佳子 仮

足立区 Ｋ1133 安達正峰 東京都小倉百人一首 正子 仮

足立区 Ｇ1429 内田員江 東京都百人一首 仮

葛飾区 Ｓ625 石田壽扇 東京都鞠信陵詩 みのる 漢

葛飾区 Ｓ2118 今和希子 青森県何処 調

葛飾区 Ｇ349 清水松塢 東京都十一言對句 達孝 漢

葛飾区 Ｙ2010 露﨑玄峯 千葉県千里 淨 調

葛飾区 Ｇ42 二宮奇龍 愛媛県岑霽詩 徹平 漢

江戸川区 原1199 内宮希美 東京都古今和歌集抄 仮

江戸川区 Ｙ1019 大木田翠香 東京都おもひ 安子 仮

江戸川区 ヒ75 坂本玉心 東京都呉蘭雪詩 幸丸 漢

江戸川区 Ｇ5208 田中亮太 広島県うつりゆく 仮

江戸川区 Ｇ1012 中西裕子 東京都秋篠 仮

江戸川区 Ｇ1013 福田明代 茨城県月の光 仮

八王子市 端24 鎌田光暘 東京都李白詩 純穂 漢

八王子市 Ｓ2038 山鼻水馨 岩手県三好達治の詩 友子 調

立川市 Ｓ1139 岩井秀樹 東京都九条良経　秋の歌 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

武蔵野市 Ｇ201 新井茜舟 群馬県篠崎小竹の詩 岩﨑喜美
子

漢

武蔵野市 遊3015 北村鐘石 千葉県絕巧棄利 和雄 篆

武蔵野市 Ｓ1172 竹内 一 兵庫県貫之春の哥　九首 仮

武蔵野市 Ｙ4 宮本耕成 愛媛県深識 漢

三鷹市 Ｓ1117 西田 健 熊本県世の中 仮

三鷹市 Ｇ5163 原奈緒美 新潟県あけぼの 仮

府中市 Ｇ5192 福井淳哉 兵庫県時雨 仮

昭島市 Ｓ2 岩井笙韻 東京都詩経大雅 信明 漢

調布市 Ｇ1663 小林厚子 兵庫県ほととぎす 仮

調布市 Ｇ5010 前田明子 兵庫県百人一首より（女性の
歌を中心にして）

仮

町田市 Ｋ42 弓納持太無 新潟県朝陽 正 漢

町田市 Ｋ44 渡辺雙蛾 東京都在 依子 漢

小平市 Ｓ2078 岩崎光雪 東京都李白詩 光代 調

小平市 Ｙ1041 奥江晴紀 岡山県あしひきの 仮

小平市 Ｓ478 柏木紫香 茨城県蘇東坡詩 尚子 漢

日野市 Ａ2 帖佐白樹 東京都李白詩 美樹 漢

東村山市 Ｓ3001 宮嶋泰山 長野県人不知年 泰男 篆

多摩市 Ｓ2379 畠田心珠 山口県横瀬夜雨詩 優衣 調

神奈川県 35( )

横浜市 ヒ73 日下秋芳 岡山県李商隠詩 三枝子 漢

横浜市 Ｓ6 平松千恵子 神奈川県陳至言詩 漢

横浜市 Ｓ2229 稲垣奏庭 神奈川県燕の一群 利恵子 調

横浜市 Ｇ5136 江田雅風 静岡県思慕 恭子 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

横浜市 Ｓ1107 杉浦圭子 神奈川県万葉集より秋ざれの歌
三首

仮

横浜市 ヒ39 川口流坡 神奈川県林和靖詩 洋一 漢

横浜市 Ｓ315 佐藤桂明 神奈川県王漁洋詩 政枝 漢

横浜市 遊3080 原 龍児 神奈川県温文爾雅 隆二 篆

横浜市 Ｙ1099 小川京子 神奈川県やまとより 仮

横浜市 Ｓ1137 二宮桂秀 茨城県野辺の月 清江 仮

横浜市 Ｇ5140 角田香瑛 宮城県千載一遇 早苗 仮

横浜市 Ｋ240 武藤春輝 高知県残月 弥栄子 漢

横浜市 Ｇ1364 金子恭子 東京都万葉のうた 小屋畑恭
子

仮

横浜市 Ｓ336 武田瞳処 東京都王維詩 雅子 漢

川崎市 Ｙ1021 小林昂芳 新潟県玉かづら 洋子 仮

川崎市 Ｇ1434 斎藤真澄 神奈川県古今和歌集 仮

川崎市 Ｇ1465 新舟律子 東京都古今和歌集　秋の歌 仮

川崎市 Ｇ1575 佐藤苑艸 東京都山家集より 苑子 仮

川崎市 Ｓ8 茂住菁邨 岐阜県揚眉 修身 漢

川崎市 Ｇ1803 河又世津子 栃木県春立つこころ 仮

川崎市 Ｇ1677 三浦順子 鹿児島県白鷺 仮

相模原市 Ｇ5191 河島由弥 神奈川県ちはやふる 仮

相模原市 Ｇ1445 末常照子 東京都良寛のうた 仮

相模原市 Ｇ5170 鶴岡愛子 東京都夏野 仮

横須賀市 Ｇ1688 三原彩鈴 福岡県春風 和子 仮

鎌倉市 Ｓ654 生駒蘭嵩 和歌山県韓詩 光識 漢

鎌倉市 素1173 柴田道子 秋田県天飛ぶや 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

藤沢市 Ｙ164 佐藤青園 神奈川県汪藻詩 かつみ 漢

厚木市 遊3003 荒居凌雲 東京都濯髮雲漢 正幸 篆

大和市 Ｓ55 嶋田白染 新潟県五言古詩 節子 漢

大和市 Ｂ1056 中川千華 大阪府秋風 裕美 仮

大和市 Ｇ1451 西山恵子 兵庫県古今和歌集抄 啓子 仮

大和市 Ｂ3018 三浦士岳 静岡県主無過擧 広人 篆

伊勢原市 Ｙ1022 齊藤紫香 福岡県万葉恋歌 まゆみ 仮

足柄下郡湯河原町 Ｓ755 日吉青溟 神奈川県白水道中 洋子 漢

新潟県 9( )

新潟市 素1076 堀田一逕 新潟県 哀 情 仮

新潟市 Ｓ619 秋元貞治 新潟県李羣玉詩 漢

新潟市 素1171 齊藤富士雄 新潟県秘　恋 仮

新潟市 Ｓ205 桑原正明 新潟県温庭筠詩 漢

長岡市 Ｋ260 目黒煌人 新潟県良寬詩 敦 漢

三条市 Ｓ25 阿部嘉美 新潟県蘇東坡詩 よしみ 漢

燕市 Ｇ1684 坂井由美子 熊本県妹待つ吾 仮

上越市 Ｇ1655 中部光風 愛知県花 典子 仮

上越市 Ｓ1030 山田玉榮 新潟県大江山 幸江 仮

富山県 15( )

富山市 Ｇ2103 川崎典子 新潟県初秋の雲 調

富山市 Ｓ2365 喜多恵子 富山県蟬を彫る 調

富山市 F3052 溪 皎藍 富山県純朴魯鈍 紀子 篆

富山市 Ｇ1854 高田直子 愛知県新古今和歌集 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

富山市 Ｋ322 中村友希 富山県王漁洋詩三首 友希子 漢

富山市 Ｋ319 米島魁堂 富山県徐渭画三首之一 博昭 漢

高岡市 Ｅ156 大田 亘 富山県李商隠詩 漢

高岡市 Ｇ2159 後谷芳琴 富山県晶子の歌 律子 調

高岡市 Ｅ112 畠山耕雪 富山県蘇東坡詩 怜史 漢

高岡市 Ｙ1143 室田華苑 富山県新古今和歌集 千春 仮

魚津市 Ｇ5162 大愛魚苑 富山県胡蝶 浩実 仮

氷見市 H121 絹野玉艸 富山県万葉歌二首 志津 漢

滑川市 Ｆ2083 細川石圃 富山県昼顔 喜代範 調

小矢部市 Ｓ3041 堀澤忠志 富山県和顔愛語 篆

射水市 Ｃ6 小島春溪 富山県唐詩三首 啓子 漢

石川県 15( )

金沢市 Ｙ154 石山梢葉 石川県下第別令狐員外 和子 漢

金沢市 Ｓ207 宇多青莎 石川県市河寛斎詩 律子 漢

金沢市 Ｒ430 小笠原重信 石川県王沂詩 漢

金沢市 Ｓ1115 長東美代子 石川県大空の月 仮

金沢市 遊3054 中田聰山 山梨県功成事遂 俊郎 篆

金沢市 Ｇ5111 野村 崇 石川県散る桜 仮

金沢市 Ｍ98 山田春華 石川県杜甫詩 浩子 漢

七尾市 Ｒ469 三藤観映 石川県仏説阿弥陀経 漢

小松市 H92 中川青玲 石川県劉嗣綰 外喜子 漢

羽咋市 Ｍ1052 堀井聖水 石川県秋 新一 仮

白山市 Ｍ2006 新宅峰月 石川県王漁洋詩 陽子 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

白山市 Ｍ81 干場昇龍 石川県七夕 明 漢

野々市市 Ｇ2102 又多好子 石川県月見草 調

鳳珠郡穴水町 原1020 岡崎光翠 石川県万葉歌 厚子 仮

鳳珠郡能登町 Ｍ124 横山青波 石川県劉長卿詩 暁子 漢

福井県 8( )

福井市 Ｒ2159 小林玉秋 福井県荒川宏の詩 啓子 調

福井市 Ｒ1001 玉村紅花 福井県祇園月夜 克代 仮

福井市 Ｇ65 田村彰規 福井県于愼行詩 漢

福井市 Ｇ2028 渡邉玲雲 福井県平家物語 善信 調

越前市 Ｓ89 垣内蘭畦 福井県杜甫詩 永 漢

越前市 Ｓ2010 山田蘭石 福井県雪に立つ竹 典生 調

坂井市 Ｙ3 畑中高山 福井県寒山詩 壽次 漢

坂井市 Ｒ435 牧 拙如 福井県許璣詩 節子 漢

山梨県 7( )

甲府市 端31 大橋 覚 山梨県十八史略一節 漢

甲府市 端33 日永田恵草 山梨県杜牧詩 惠 漢

韮崎市 端14 仲田真弓 山梨県杜甫詩 漢

笛吹市 Ｓ597 雨宮春聲 山梨県追悼 一政 漢

笛吹市 Ｇ1483 駒田千文 山梨県西行の歌 仮

甲州市 Ｙ1030 天野白汀 山梨県富士が嶺 雪恵 仮

中巨摩郡昭和町 Ｓ622 伊藤雅一 山梨県李太白詩 漢

長野県 19( )

長野市 遊3035 浅野峻卿 長野県詩経・荘子語 伸二 篆

長野市 Ｓ101 岡村幸苑 長野県陶淵明詩 文子 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 Ｓ99 海沼寿昂 長野県曹子建詩 利夫 漢

長野市 端1 小出聖州 長野県盛楓詩 一美 漢

長野市 Ｓ1102 児玉潤子 長野県秋きぬと 仮

長野市 Ｙ1050 小山紅苑 長野県新古今集より 幸子 仮

長野市 Ｓ100 小山聚華 長野県漢古詩 秀子 漢

長野市 Ｙ2009 田中翠花 長野県黄山谷の詩 久美子 調

長野市 Ｓ2017 松林美蕉 長野県島崎藤村の詩 美奈子 調

長野市 Ｓ105 山野井菖舟 長野県荻生徂徠詩 浩子 漢

松本市 Ｙ17 大島皎山 長野県騰虎 武 漢

松本市 素1133 西村桂楓 長野県あきのたの 陽子 仮

松本市 Ｇ5146 丸山宏信 長野県清流激湍 仮

上田市 Ｙ54 竹内墨洋 長野県楊基詩句 修一 漢

中野市 端5 伊藤氣雪 新潟県王維詩 漢

佐久市 Ｓ2016 茂原松華 長野県藤村詩 秀子 調

千曲市 Ｋ1177 塚田秀美 長野県新古今和歌集より 仮

千曲市 Ｓ290 塚原楊華 長野県蘇東坡詩 美幸 漢

上伊那郡南箕輪村 Ｙ1020 川上典子 長野県ふりつみし 仮

岐阜県 23( )

岐阜市 Ｇ141 伊藤小游 岐阜県翁方綱詩 純子 漢

岐阜市 玄1005 田中尚秀 岐阜県住の江の 尚子 仮

岐阜市 Ｇ167 戸﨑翠虹 岐阜県杜甫詩 清枝 漢

岐阜市 Ｒ254 松久暁水 大阪府五言絶句七首 暁美 漢

岐阜市 玄3002 松久明博 岐阜県虔鞏勞謙 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

岐阜市 Ｒ1011 吉澤有岐子 岐阜県風花 仮

高山市 Ｇ1620 瀨川賢一 岐阜県春 仮

高山市 Ｋ68 竹原悠崖 岐阜県騰 寛太 漢

多治見市 Ｎ2006 堀 清渓 愛知県秋雨の追憶 誓子 調

美濃市 Ｎ2016 山中桂山 岐阜県徳冨蘆花の自然と人生
より（抄）

肇 調

美濃加茂市 原1004 今井桃丘 岐阜県大江山 勝代 仮

土岐市 Ｎ1019 林 先江後撰和歌集 仮

各務原市 Ｇ146 今田紅溪 岐阜県常倫詩 美代子 漢

各務原市 Ｇ1214 増井 希 岐阜県百人一首 仮

山県市 Ｋ143 上山恵里 三重県杜甫詩 漢

山県市 Ｆ5 鈴木史鳳 愛知県杜牧詩三首 正弘 漢

瑞穂市 Ｇ169 酒向虹風 岐阜県魏学洢詩 幸子 漢

郡上市 Ｒ1012 加藤玉華 岐阜県春の装い 未央 仮

羽島郡岐南町 遊3050 波多野公一 岐阜県大祚無窮天地爲壽・執
大象

篆

安八郡神戸町 Ｓ33 長屋道代 岐阜県清沈元琨書齋快事 漢

安八郡神戸町 Ｓ44 萩野玉秀 長野県四體書勢 正子 漢

安八郡神戸町 Ｓ39 萩野展山 岐阜県歳熟 浄 漢

賀茂郡坂祝町 原1014 丹羽智保 岐阜県水無月 智保美 仮

静岡県 25( )

静岡市 Ｇ1488 石川清翆 静岡県秋の野に 美知子 仮

静岡市 Ｓ1001 遠藤枝芳 静岡県木の花は よしの 仮

静岡市 Ｇ186 岡田明洋 静岡県杜子美詩 漢

静岡市 Ｓ1046 奥島美苗 静岡県おしなべて 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

静岡市 Ｓ388 見城正訓 静岡県陸游詩 漢

静岡市 Ｎ3034 福田 進 静岡県夜來風雨聲　花落知多
少

篆

静岡市 Ｅ108 丸山春翠 静岡県李夢陽詩七首 房雄 漢

浜松市 Ｇ1691 板倉由枝 静岡県古今和歌集より 良枝 仮

浜松市 Ｓ616 西浦理恵 静岡県白楽天詩 漢

浜松市 Ｇ2101 浜川廣園 静岡県馬酔木 廣子 調

浜松市 み3001 師岡素山 静岡県翼如・鎭安社稷 章次 篆

浜松市 Ｓ500 柴谷峰花 静岡県新秋他三首 好美 漢

浜松市 Ｇ1706 杉本由紀 静岡県恋 ゆき子 仮

浜松市 Ｇ326 青野鐵象 静岡県萬樹 進 漢

浜松市 Ｎ50 伊藤山曜 静岡県寒山詩 芳郎 漢

浜松市 Ｃ25 安川翔歩 静岡県陶淵明詩 香里 漢

浜松市 ヒ30 小野蹊泉 静岡県劉嗣綰詩 由美子 漢

浜松市 Ｓ13 小杉翟峻 静岡県頻伽 英仁 漢

沼津市 Ｒ128 阪野 鑑 静岡県美女篇 浩之 漢

富士市 Ｍ47 鈴木錦苑 静岡県顔瑄詩 金子 漢

富士市 ヒ62 三ッ岡瑾流 静岡県李商隠詩 あや子 漢

富士市 Ｍ88 宮本暉篁 静岡県李太白の詩 晴美 漢

磐田市 Ｋ54 小川桃香 徳島県藍仁詩 順子 漢

磐田市 Ｓ2031 早瀬明觀 静岡県宮澤賢治の詩 毅 調

菊川市 Ｇ1832 武藤博子 兵庫県花すすき 仮

愛知県 62( )

名古屋市 Ｇ1853 家田馨子 愛知県西行の歌 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

名古屋市 Ｇ2060 朝岡子皓 愛知県緋桜 恵子 調

名古屋市 Ｎ74 佐藤慶雲 愛知県蘇東坡詩 敏夫 漢

名古屋市 Ｓ156 加藤紫雲 愛知県張説詩 武範 漢

名古屋市 Ｇ1843 鈴木香鵬 愛知県古泉千樫の歌 朋子 仮

名古屋市 Ｇ1869 馬場紀行 愛知県夏深し 仮

名古屋市 Ｎ3007 磯貝弘子 愛知県守氷壺之潔 篆

名古屋市 Ｍ1084 足立千代子 愛知県さくら花 仮

名古屋市 Ｎ80 小島瑞柳 愛知県杜甫の詩 都代子 漢

名古屋市 Ｎ1 柘 英峰 愛知県杜少陵詩 英樹 漢

名古屋市 Ｎ176 中野玉英 愛知県書論双書之一節也 尚子 漢

名古屋市 Ｇ1218 成田尚子 愛知県三十六歌仙 仮

名古屋市 Ｇ1848 水野佑華 愛知県小倉百人一首より 優子 仮

名古屋市 Ｇ2128 若杉美香 愛知県花原の道 調

名古屋市 素1128 衣川彰人 愛知県旅　人 仮

名古屋市 原1023 坂井翠泉 広島県春の園 治代 仮

名古屋市 素1147 服部美枝子 愛知県草　枕 仮

名古屋市 Ｎ13 伊藤昌石 愛知県良寛詩 健文 漢

名古屋市 Ｓ2149 川合玄鳳 愛知県三好達治詩 達人 調

名古屋市 Ｋ122 草野慧泉 大阪府額田王作歌一首 妙子 漢

名古屋市 Ｇ1852 水野峯翠 愛知県小倉百人一首 厚子 仮

名古屋市 Ｎ3004 上前総子 愛知県明哲保身 篆

名古屋市 Ｎ87 梶山盛涛 愛知県同揆詩 重三 漢

名古屋市 Ｎ73 山際雲峰 愛知県謝超宗詩 清治 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

岡崎市 Ｎ48 磯谷凄聴 愛知県望林 寧 漢

一宮市 Ｇ1191 小島瑞月 愛知県四季の歌 芳子 仮

瀬戸市 Ｇ1841 片岡秋華 広島県西行のうた 喜美子 仮

半田市 Ｋ210 遠藤真人 愛知県有望 漢

春日井市 Ｇ1855 石黒直子 愛知県古今和歌集抄 仮

碧南市 Ｎ3046 加藤秀慧 愛知県動循矩灋 敬子 篆

碧南市 Ｎ171 齋藤禹月 愛知県高青邱詩 勝實 漢

刈谷市 Ｇ2121 田中幸江 岡山県空澄みて 調

刈谷市 素1135 村瀬俊彦 愛知県春 仮

豊田市 Ｋ360 石川牧堂 愛知県永得ならん 春成 漢

安城市 Ｎ3014 香月恵里 愛知県和風慶雲 篆

安城市 Ｓ347 神谷采邑 愛知県岑參詩 幸子 漢

安城市 原1034 八木敬子 愛知県万葉の歌 仮

安城市 Ｎ1016 山口律舟 愛知県良寛の歌 律子 仮

江南市 Ｎ2021 大池青岑 愛知県萩原朔太郎　漂泊者の
歌より

茂樹 調

小牧市 み3037 鈴木立齋 愛知県諸葛孔明語他 欽也 篆

稲沢市 Ｇ1798 鵜飼清波 愛知県花さそふ 喜代子 仮

稲沢市 Ｎ122 田中石雲 愛知県杜甫詩 基夫 漢

東海市 Ｋ213 片山清洲 愛知県望郷 健児 漢

東海市 Ｋ219 森 冬華 愛知県光定山院 和子 漢

知多市 Ｓ135 青木美洲 愛知県鄭板橋詩 里美 漢

知多市 Ｋ212 柿本香苑 愛知県清秋 信子 漢

知多市 Ｋ2039 近藤青洮 愛知県懐旧 久美子 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

知立市 Ｇ1566 足立麗華 愛知県古今和歌集 智都世 仮

尾張旭市 Ｋ1022 南埜貴久子 大阪府磯城島の 仮

豊明市 Ｓ620 今田昌宏 愛知県謝塵坱 漢

豊明市 Ｇ1561 髙橋玉翠 愛知県桜花 貴美子 仮

日進市 Ｎ83 上小倉積山 北海道黄山谷詩 一志 漢

日進市 Ｇ1845 髙木紅舟 愛知県牧水のうた 治惠 仮

日進市 Ｎ88 寺尾桑林 愛知県袁煒詩 荘平 漢

清須市 Ｋ216 鈴木雲峰 愛知県金亀 雅喜 漢

北名古屋市 Ｇ1193 天野月清 三重県四季の移り 隆子 仮

あま市 Ｇ1849 宮田洋美 愛知県山家集 仮

長久手市 Ｇ1190 清水春蘭 兵庫県春 惠美子 仮

長久手市 原1027 塚田俊可 愛知県吾妹子 かの子 仮

丹羽郡扶桑町 Ｎ127 上田賦草 愛知県雑詩 喜代子 漢

知多郡東浦町 Ｋ2038 浅井祥舟 愛知県恩愛 悦子 調

知多郡美浜町 Ｎ101 北川爽風 愛知県芸舟双楫 順子 漢

三重県 16( )

津市 原1230 佐々木洸舟 三重県花にそむ 文子 仮

四日市市 Ｇ1839 荒木敬子 三重県ささゆりの歌 仮

四日市市 Ｇ55 荒木泉蓉 長崎県李白の詩二首 泉 漢

四日市市 Ｋ119 伊藤玉冰 三重県萬葉歌 惠子 漢

四日市市 Ｙ166 岡野敬子 福岡県遊子吟 漢

四日市市 Ｓ346 髙橋華堂 三重県千字文之一節 あけみ 漢

四日市市 Ｇ70 藤井晴鳳 三重県江行望廬山作 晴子 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

四日市市 Ｇ1189 山本雅月 愛知県雪の花 のり子 仮

松坂市 Ｎ111 工藤俊朴 三重県陸游詩 雅俊 漢

桑名市 Ｇ1209 大嶋由美子 三重県山さとに 仮

桑名市 素1129 久徳蓬香 三重県萬葉の歌 玲子 仮

桑名市 Ｎ117 松田雅風 三重県杜甫詩 祐佳 漢

桑名市 Ｇ1208 山中みね子 三重県かはかぜの 仮

鈴鹿市 Ｅ154 樋口鈴峰 三重県劉長卿詩 亀久男 漢

尾鷲市 Ｇ1008 川西美智 三重県万葉の海のうた 仮

員弁郡 Ｍ1099 永平巳旺子 三重県春ふかき 仮

滋賀県 16( )

大津市 Ｋ2061 浅野楚舟 富山県よろこび 紀子 調

大津市 Ｋ127 谷口翔春 滋賀県萬葉歌 文代 漢

大津市 Ｋ2064 新田梨香 埼玉県木犀 和子 調

大津市 Ａ8 疋田惜陰 滋賀県温庭筠詞 雅夫 漢

大津市 Ｋ114 松田典子 京都府再入道場紀事応制 漢

大津市 Ｋ378 森中初花 岡山県風 漢

彦根市 Ｋ1196 後藤有啓 滋賀県なでしこ 桂子 仮

彦根市 Ｋ5 安居開田 滋賀県高啓詩 孝昌 漢

草津市 Ｋ50 今居青桃 京都府天清 潤子 漢

草津市 Ｋ129 内藤大跳 京都府陸游詩 英夫 漢

草津市 Ｆ2177 李 白湖 滋賀県長田弘の詩 香秀 調

守山市 Ｒ2175 富田蒼月 滋賀県高村光太郎の詩 友紀 調

守山市 Ｒ361 中川翠玲 滋賀県高青邱詩 たね 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

甲賀市 Ｋ391 雲山一弦 滋賀県心泉詩 和良 漢

湖南市 Ｓ1100 木邑匡良 滋賀県うづしほ 仮

高島市 Ｅ54 西川桂邨 滋賀県方謨詩 守彦 漢

京都府 67( )

京都市 Ｋ1154 一坂富子 京都府秋かぜ 仮

京都市 Ｋ311 小森烟雨 三重県天の原 佳美 漢

京都市 Ｋ1170 和田さと江 京都府秋 仮

京都市 Ｋ10 足立光嶽 京都府萬葉歌 篤史 漢

京都市 Ｋ43 原朝雲 京都府想い 朝子 漢

京都市 Ｋ91 岡地涼寧 愛知県蒼茫 松男 漢

京都市 Ｇ5002 鈴木康子 京都府あきの野の 仮

京都市 Ｋ1213 中西千裕 京都府かぜあらみ 仮

京都市 Ｋ268 中村史朗 京都府得鵝 漢

京都市 Ｋ318 藤林聚香 和歌山県夜光の珠 八恵美 漢

京都市 Ｋ36 森瀬櫻徑 静岡県真心 久美子 漢

京都市 Ｋ2009 井口湖山 京都府新しい命 和子 調

京都市 Ｋ2007 上山朋香 京都府恋 調

京都市 Ｋ349 重村亜紀子 京都府花樹 漢

京都市 Ｋ314 田所吟雪 京都府夏目漱石詩六首 惠美子 漢

京都市 Ｋ1162 冨田初恵 山梨県春くれば 仮

京都市 Ｋ320 田万里子 京都府暁発 漢

京都市 Ｋ2063 永田誠巖 京都府村里へ 雄義 調

京都市 Ｋ1145 渡辺富美代 京都府春秋 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

京都市 Ｋ288 大村裕子 長野県李浦の京に之に別る 漢

京都市 Ｋ307 菅野禎心 京都府夜東溪より還る 裕子 漢

京都市 Ｋ1113 下伊豆博子 京都府源氏物語和歌集 仮

京都市 Ｋ379 篁 聖心 富山県司空圖詩 漢

京都市 Ｋ103 田中朴濤 福岡県韓愈詩 勝茂 漢

京都市 Ｋ112 益田和苑 大阪府萬葉歌 和子 漢

京都市 Ｋ14 大原蒼龍 福岡県馨逸 康弘 漢

京都市 Ｋ1138 柏村恭代 福井県寄り来たり 君代 仮

京都市 Ｋ16 片山麗風 京都府秋 和子 漢

京都市 Ｋ267 冨永青群 大阪府秋夜不寐 純示 漢

京都市 Ｋ2060 中岡志織 京都府當麻寺随想 祐子 調

京都市 Ｋ280 根ヶ山弘順 大阪府萬葉歌 漢

京都市 Ｋ273 古川彩苑 京都府瀟灑 則子 漢

京都市 Ｋ1131 松田弘子 大阪府秋の田 仮

京都市 Ｋ1118 森 協子 京都府秋 仮

京都市 Ｋ335 阿座上将 広島県孟浩然詩 漢

京都市 Ｋ310 粂田芝青 広島県恋人 定子 漢

京都市 Ｋ2065 芝田雍子 京都府冬の朝 容子 調

京都市 Ｋ331 髙野早紀 静岡県心中那更憂 漢

京都市 Ｋ1161 中村純子 京都府吉野 仮

京都市 Ｋ2068 西村大輔 京都府魂 調

京都市 Ｋ344 舟引遥香 兵庫県零 岡本遥香 漢

京都市 Ｋ11 穴見遙光 京都府路 悦子 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

京都市 Ｋ286 荒木久麗 大阪府送遠 久美子 漢

京都市 Ｋ1184 万殿紳水 岡山県山桜 伸昭 仮

京都市 Ｋ1142 山根有香子 京都府何となく 美香 仮

福知山市 Ｋ93 上総篁風 京都府三變 文雄 漢

舞鶴市 原1249 時岡紀久江 京都府さくらいろに 仮

宇治市 Ｋ277 三箇清暉 京都府花開く 美代 漢

宇治市 Ｋ278 鈴木祥光 新潟県観雨 祐子 漢

宇治市 Ｋ1115 調子久美子 京都府春のはじめ 仮

宇治市 Ｋ133 西荒井宏林 滋賀県近江の萬葉歌 榮子 漢

宇治市 Ｋ113 松尾園恵 東京都古郷之飛鳥者雖有 漢

宇治市 Ｋ84 松丸濤山 福岡県間 智裕 漢

亀岡市 Ｋ107 東海美風 京都府萬葉歌 みゆき 漢

亀岡市 Ｋ130 中井爽淵 京都府梶嶋 秀和 漢

亀岡市 Ｇ1538 平田光彦 大阪府雪 仮

向日市 遊3092 小朴 圃 広島県秦吉了 小早川修
治

篆

長岡京市 Ｋ1191 岩切美喜子 京都府夕されば 仮

長岡京市 Ｋ342 田中夕綏 京都府登宣城謝朓北楼 敬子 漢

長岡京市 Ｋ126 谷口雅苑 京都府十二愛詩其五 けい子 漢

長岡京市 素1022 原田伯禹 京都府木々の葉は 久美子 仮

京田辺市 Ｋ1206 藤本玲舟 京都府夕月夜 玲子 仮

京丹後市 Ｋ1198 武智克彦 大阪府赤彦歌集より 仮

京丹後市 Ｋ1205 和田佳子 京都府雨夜の月 仮

木津川市 Ｇ1605 大原裕美子 熊本県能因本枕草子 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

久世郡久御山町 Ｋ3 堀池明香 京都府月夜湖上に坐す アケミ 漢

与謝郡与謝野町 Ｒ2022 為村友象 京都府与謝野晶子のうた 恵美子 調

大阪府 54( )

大阪市 Ｍ1048 浜上静山 大阪府有明の空 理 仮

大阪市 Ｋ25 西尾利香 大阪府知筆 松木利香 漢

大阪市 Ａ3015 井後雅堂 大阪府戯為幽蘭 雅之 篆

大阪市 Ｒ2010 伊藤江星 大阪府良寛詩 十二首 嘉希 調

大阪市 原1018 山本方園 大阪府和歌二種 廣子 仮

大阪市 Ｇ5084 伊地知紀子 兵庫県ときめき 仮

大阪市 Ｃ45 城市魁岳 大阪府大江の水 悦美 漢

大阪市 Ｒ287 松村山麗 大阪府白楽天詩 二首 小百合 漢

大阪市 Ｋ75 七岡宏樹 岡山県鮑照詩 宏子 漢

大阪市 Ｅ31 足立桃洲 大阪府高青邱詩 由美子 漢

大阪市 Ｋ1106 村田睦子 大阪府冨士の嶺 仮

大阪市 Ｒ2178 和田香游 兵庫県坪内逍遙文 芳子 調

大阪市 Ｅ167 田村孔泉 大阪府陳子昻詩 孔一 漢

大阪市 Ｋ1100 秋山英津子 大阪府明日香風 仮

大阪市 Ｋ1103 島岡弘子 大阪府紫 嶋岡ヒロ
子

仮

堺市 原1149 西村雅舟 大阪府春霞 和美 仮

堺市 Ｇ2088 野村恵子 福岡県椰子の実 調

堺市 Ｏ3002 真鍋井蛙 香川県渇驥奔泉 昌生 篆

堺市 Ｋ1101 襟立玉英 大阪府梅が枝 瑛 仮

岸和田市 Ｅ95 藤原耿山 大阪府晩春（陳徳永） 英司 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

豊中市 原1044 後藤香真 大阪府月 真理子 仮

豊中市 Ｇ1550 橋本小琴 兵庫県秋 二三 仮

池田市 Ｍ63 坪之内柏舟 兵庫県西津別妓 久雄 漢

吹田市 素1002 青木清仙 鳥取県方丈記 綾子 仮

高槻市 Ｅ2007 石田朴洞 大阪府秋の祈 智 調

高槻市 Ｆ36 沖 吉梨 大阪府寄王汝賓 美和 漢

高槻市 Ｒ274 河部瑤園 大阪府張文光詩 裕子 漢

高槻市 Ｏ9 塚本秋岑 東京都望武夷山作 清香 漢

高槻市 Ｒ2167 中村紀堂 大阪府呉蘭雪の詩 辰三 調

守口市 Ｋ24 佃 昇龍 大阪府輝き 義清 漢

枚方市 Ｅ120 植森克昌 大阪府錢起詩 漢

枚方市 Ｅ168 内藤孝彦 京都府孫過庭書譜一節 漢

枚方市 Ｒ74 中村素心 大阪府貞谿初夏 一博 漢

枚方市 Ｅ52 眞鍋清光 岐阜県陳孝廉則 和子 漢

枚方市 原1269 見立慶舟 大阪府新古今和歌集 美智子 仮

八尾市 Ｍ94 柳澤鳳翔 大阪府陶淵明詩 明男 漢

泉佐野市 Ｇ1513 川下旭蓉 大阪府みよしのの山 幸子 仮

和泉市 Ｋ1013 西川由紀子 大阪府恋の道 仮

柏原市 Ｒ69 川﨑大開 三重県小野湖山詩 徳美 漢

柏原市 Ｃ2001 西村花紅 大阪府吉田一穂の詩 律子 調

羽曳野市 Ｒ1025 菊池秀園 山形県さくら 秀子 仮

東大阪市 素1010 奥田玲子 大阪府梅の花 仮

東大阪市 Ｍ18 尾﨑紫惺 福岡県李太白詩 美智子 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

東大阪市 Ｍ17 尾崎司邑 大阪府呉苑詩 康司 漢

東大阪市 Ｋ1182 尾上桂州 大阪府空はれて 忠久 仮

泉南市 Ｋ1192 上野佐登美 大阪府萬葉の春 仮

泉南市 原1200 梅田礼子 和歌山県はなさそふ 仮

泉南市 Ｋ85 村上茜雲 愛知県励志詩 あかね 漢

四條畷市 素1177 田中由美子 兵庫県梅の花 仮

交野市 Ｋ1199 田原茂子 大阪府「金槐和歌集」より 仮

交野市 Ｋ281 長谷川豊月 大阪府従軍行 良子 漢

大阪狭山市 Ｋ79 藤井草香 広島県夔府書懐四十韻 由美子 漢

阪南市 Ｇ1510 岡﨑旭游 兵庫県春の野に 康子 仮

泉南郡岬町 Ｇ2150 関口旭鳳 大阪府晶子のうた 良和 調

兵庫県 76( )

神戸市 Ｇ1716 青木理子 兵庫県み山べの 仮

神戸市 素1228 金井千桂 兵庫県月読の光 恵子 仮

神戸市 原1060 倉橋奇艸 埼玉県灘 肇 仮

神戸市 素1231 河野澄子 静岡県恋 仮

神戸市 Ｇ54 佐井麗雪 兵庫県王維詩 昌代 漢

神戸市 素1234 田頭町子 大阪府明日香 仮

神戸市 Ｇ1540 堀 恵子 京都府しほの山 仮

神戸市 素1237 堀松惠子 京都府四季彩々 仮

神戸市 原1132 末吉舞舟 大阪府わが宿 ひろみ 仮

神戸市 Ｈ3003 古溝幽畦 兵庫県樂府の語 茂 篆

神戸市 素1327 長井素軒 兵庫県夕されば 繁雄 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

神戸市 素1159 遠周宏員 兵庫県鶉 仮

神戸市 素1054 平岡貴子 兵庫県花 仮

神戸市 Ｈ3012 黒田玉洲 兵庫県探賾索隱 敦士 篆

神戸市 素1182 中右万佐代 兵庫県夜半の月 仮

神戸市 Ｈ1024 益子知佳子 兵庫県秋の夕ぐれ 仮

神戸市 Ｍ78 福島松韻 佐賀県査慎行詩山陰道上 安典 漢

神戸市 Ｈ3011 出田塘葭 大阪府西秦簫響 廣子 篆

神戸市 Ｒ50 野田岳豊 兵庫県呉蘭雪詩 二首 佳伸 漢

神戸市 Ｇ1546 藪本和美 兵庫県万葉集　月の歌 仮

姫路市 素1272 阿部梨雪 兵庫県うぐひすは 希 仮

姫路市 Ｒ333 井上映粧 兵庫県文武天皇詩 公仁子 漢

姫路市 素1281 岡本梓沙 兵庫県瀧のうへの 仮

姫路市 H94 北田翠芳 岩手県蘇東坡詩 橋本聡美 漢

姫路市 Ｇ2106 小鉢華舟 兵庫県小倉百人一首 美智子 調

姫路市 Ｇ5088 小林香雪 兵庫県小鏡 かおる 仮

姫路市 Ｇ1813 杉本由美 兵庫県山桜 仮

姫路市 Ｇ1527 高階友子 京都府わすらるる身 仮

姫路市 Ｇ1740 瀧谷登希 兵庫県苔水 とき子 仮

姫路市 Ｇ2108 田町直美 兵庫県旅人 調

姫路市 Ｇ2109 妻木まち子 兵庫県冬景色 調

姫路市 Ｇ1754 藤原あゆみ 兵庫県露のぼる 仮

姫路市 Ａ3 松浦青娥 大阪府王維詩 弘子 漢

尼崎市 Ｈ1001 岡崎まり子 広島県白菊の花 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

尼崎市 Ｒ8 岡西光剡 兵庫県蘇東坡詩 四首 聡 漢

尼崎市 素1257 岡村秀華 兵庫県葛城や 純子 仮

尼崎市 Ｅ71 木村大融 大阪府沈約詩　雑詠五首（其
一）

均 漢

尼崎市 素1233 杉山𣳾子 徳島県近江の海 仮

明石市 Ｒ357 桁野苔水 兵庫県蘇東坡詩 貴子 漢

明石市 素1271 田中俊子 兵庫県常　磐 仮

明石市 素1180 戸田早耶 兵庫県もろともに さち子 仮

明石市 H77 橋本莉仙 兵庫県劉長詩 幹子 漢

明石市 素1075 村上松月 兵庫県春くれば つや子 仮

西宮市 Ｏ3001 井谷五雲 大阪府玉鸞嚶呦 憲一 篆

西宮市 Ｇ1509 尾﨑 幸 兵庫県大君の 大谷 幸 仮

西宮市 Ｒ1009 薩摩華泉 兵庫県山家集 雪子 仮

西宮市 Ｋ64 塩野蒼雲 静岡県李賀詩 総江 漢

西宮市 素1017 谷口芝鳳 兵庫県まつほの浦 直子 仮

西宮市 Ｍ66 中西松泉 兵庫県王維詩 美惠 漢

西宮市 素1203 安信 緑 岡山県わがやどの 仮

芦屋市 Ｇ2149 池堂正子 兵庫県おくのほそ道 調

芦屋市 Ｋ1169 大城奈保子 兵庫県こほろぎ 仮

芦屋市 Ｇ5206 阪本千楸 兵庫県良寛の歌 千秋 仮

豊岡市 Ｋ17 岸本聖城 兵庫県仰音 英之 漢

加古川市 H33 松尾美舟 兵庫県蘇軾詩三首 径子 漢

赤穂市 Ｇ2107 清水まみ 兵庫県宮島の紅葉 調

西脇市 Ｇ5117 藤原咲子 兵庫県只今 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

宝塚市 Ｒ2033 勝浦大順 徳島県小堀遠州の言葉 茂樹 調

三木市 素1098 三宅陽子 島根県み山べの里 仮

川西市 Ｒ2054 位田惠彬 大阪府石川道雄の詩 調

川西市 Ｍ121 酒井白鷺 京都府晩夏 真知子 漢

三田市 素1181 豊原睦子 兵庫県万葉の歌三首 仮

三田市 素1191 細谷暢香 兵庫県玉　島 真由美 仮

加西市 Ｇ1541 前田和美 兵庫県春の花 仮

南あわじ市 Ｋ77 坂東恵風 兵庫県司空圖詩 恵 漢

宍粟市 Ｇ5090 谷口幸子 兵庫県春や告ぐらむ 仮

宍栗市 Ｇ5094 平山聖雪 兵庫県笹の葉 小百合 仮

宍粟市 Ｇ5092 福田晴美 兵庫県山里 仮

宍粟市 Ｇ5093 古谷好啓 兵庫県蛙の聲 仮

宍栗市 Ｇ5085 牧野聖雲 兵庫県春光 覚 仮

たつの市 Ｇ1136 林万紀子 兵庫県山桜 仮

たつの市 Ｇ1836 横山小軒 兵庫県さを鹿の声 ひとみ 仮

多可郡多可町 素1091 村上美泉 兵庫県山の蜩 貴美子 仮

加古郡播磨町 H2006 上田華芳 兵庫県徳冨蘆花の詩 睦巳 調

加古郡播磨町 素1339 深瀬裕之 兵庫県 豊御酒 仮

神崎郡神河町 Ｇ5086 足立春翠 兵庫県夏のかげ 嘉子 仮

奈良県 28( )

奈良市 Ｅ114 北山転石 大阪府啓功論書絶句 薫 漢

奈良市 Ｅ110 栗原白鳳 大阪府白楽天詩四首 早苗 漢

奈良市 Ｒ471 辻 喜久 京都府崔曙詩 喜久子 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

奈良市 Ｋ1011 中谷まさみ 福井県万葉歌の歌 仮

奈良市 Ｋ134 仁科惠椒 高知県故京 容子 漢

奈良市 Ｃ31 安原山遥 大阪府元結詩 勝二 漢

大和高田市 Ｅ111 池田毓仁 奈良県張際亮詩 利広 漢

大和郡山市 Ｋ1007 葛井京子 奈良県ほととぎす 仮

天理市 Ｋ1003 宇野康代 奈良県我が園に 仮

天理市 Ｎ3001 坂本由朗 奈良県若烹小鮮 篆

桜井市 Ｋ1193 栢木冨美 奈良県二上山 ふみ 仮

桜井市 Ｋ156 竹本大鶴 兵庫県楊賓詩 治男 漢

桜井市 Ｒ468 中野壽照 奈良県龔自珍詩 寿昭 漢

桜井市 Ｅ172 中村倫子 奈良県張謂詩 漢

五條市 Ｋ1149 山本弓子 奈良県古の奈良 仮

生駒市 Ｋ1097 大西詳月 奈良県みかの原 トシ子 仮

生駒市 Ｅ2010 蔵川翆柳 大阪府廣重 武子 調

生駒市 Ｒ358 坂 桃巷 大阪府李白詩 美智代 漢

生駒市 Ｒ442 髙見廣流 熊本県懐郷 広宣 漢

生駒市 Ｅ55 平樂大龕 滋賀県陸紹珩詩 幹雄 漢

香芝市 Ｋ118 石井孤有 奈良県過海 康夫 漢

香芝市 Ｓ1098 奥村仁美 奈良県三輪山 仮

葛城市 Ｋ47 有宗蘭園 岡山県萬葉集 和柄 漢

葛城市 Ｋ1002 井森敏美 奈良県百人一首 仮

葛城市 Ｋ1029 山下和泉 奈良県白雪 和代 仮

磯城郡田原本町 Ｋ1015 新葉由実 奈良県恋ねがう 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

北葛飾郡広陵町 Ｅ115 井上雅章 奈良県寧楽懐古 漢

吉野郡大淀町 Ｋ1012 中出佳世子 奈良県み吉野 仮

和歌山県 15( )

和歌山市 原1192 池田理恵子 和歌山県心 仮

和歌山市 素1322 上田大愚 和歌山県四　季 誠人 仮

和歌山市 原1042 小林明香 和歌山県ももしきや 庄子 仮

和歌山市 原1043 小林麗珂 和歌山県わたのはら 由利枝 仮

和歌山市 Ｃ2015 靜 一華 和歌山県晶子の歌 惠子 調

和歌山市 Ｏ3013 関 踏青 大阪府篤實溫厚 佐苗 篆

和歌山市 原1250 土肥恵子 和歌山県萩の花 仮

和歌山市 Ｍ2009 西 紅邑 和歌山県千曲川旅情の歌 為査 調

和歌山市 Ｋ361 松下翔雲 山口県花香 健太郎 漢

海南市 Ｋ308 小西泰鳳 和歌山県朝雰 浩太 漢

有田市 Ｃ80 森 鵬雲 和歌山県蘇直詩 勝博 漢

御坊市 Ｇ1743 田ノ岡大雄 和歌山県向日葵 仮

田辺市 Ｇ1543 松本宏子 和歌山県遣新羅使人の歌 仮

新宮市 Ｓ3005 筒井利江 和歌山県開物成務 篆

日高郡日高町 Ｒ2058 弓場龍溪 和歌山県斎藤茂吉の歌 和彦 調

鳥取県 5( )

鳥取市 原1037 井上聖子 鳥取県宮城野の 仮

鳥取市 素1100 木下美佐恵 鳥取県想　ひ 仮

米子市 原1048 中澤秀月 鳥取県万葉集花の歌 都志子 仮

米子市 原1184 吉岡情舟 鳥取県深草の 妙子 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

境港市 原1267 松本保舟 鳥取県藤衣 三枝 仮

島根県 1( )

江津市 Ｓ1108 鈴木忠子 島根県西行　秋の夜の月 仮

岡山県 37( )

岡山市 Ｇ1779 小野玲華 岡山県山ふかみ 玲子 仮

岡山市 Ｋ353 桂征士朗 岡山県孤懐 漢

岡山市 Ｋ2031 末吉健心 香川県神 健二 調

岡山市 Ｋ337 筈井 淳 兵庫県神 漢

岡山市 Ｇ2010 林 陽舟 岡山県万葉長歌 健一 調

岡山市 Ｇ1049 藤本令舟 岡山県大海の 美登里 仮

岡山市 Ｋ2018 吉本祥華 岡山県心解く 祥子 調

岡山市 Ｋ2056 大瀧宏舟 岡山県生命 和弘 調

岡山市 Ｇ1882 山本満理子 岡山県まさやかに 仮

岡山市 Ｇ2129 太田春雲 岡山県草枕 里美 調

岡山市 Ｇ2013 德山孝枝 岡山県夕されば 調

岡山市 Ｇ1139 中池竺舟 岡山県清水へ 克直 仮

岡山市 Ｋ41 山本一舟 岡山県理想郷 重治 漢

倉敷市 Ｓ210 有信柏翠 岡山県高詠詩 のぞみ 漢

倉敷市 Ｋ304 板持圭穂 岡山県王建詩 裕子 漢

倉敷市 Ｓ470 岩井清華 岡山県陸游詩四首 多美子 漢

倉敷市 Ｇ1248 大森湖仙 岡山県かきわけて 恭子 仮

倉敷市 Ｇ1240 岡本雅月 岡山県あをやぎの いくみ 仮

倉敷市 Ｇ1295 阪本翆亭 岡山県古今和歌集抄 一代 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

倉敷市 Ｋ173 島村翠月 岡山県萬葉歌 須美江 漢

倉敷市 Ｋ243 濟川青漣 岡山県哀愁 美恵 漢

倉敷市 Ｇ1244 八田松鶴 岡山県山さくら 陽子 仮

倉敷市 Ｇ1231 藤川翠香 岡山県わがせこが 成美 仮

倉敷市 Ｇ1995 三宅教之 岡山県島木赤彦の歌 仮

倉敷市 Ｋ181 三宅幽風 岡山県論語 和江 漢

倉敷市 Ｇ1242 三宅藍月 長崎県鶯のなく 美恵子 仮

倉敷市 Ｋ38 守屋知昂 岡山県年月 知永子 漢

津山市 Ｋ174 末澤蘭溪 岡山県泉 照美 漢

笠岡市 Ｇ1994 光枝旭翠 岡山県万葉の歌 信子 仮

井原市 Ｇ1134 橋本光枝 岡山県高圓の 仮

総社市 Ｇ1279 赤木玉苑 岡山県花の色 敦子 仮

総社市 Ｇ1265 冨岡閑香 岡山県山里 仮

瀬戸内市 Ｅ66 奥田雄山 岡山県馬鬛 清光 漢

真庭市 Ｇ5024 寺坂昌三 岡山県月光 仮

真庭市 Ｋ2033 沼本游香 岡山県夢 昌子 調

都窪郡早島町 Ｋ21 澤田月華 兵庫県座右銘 たつみ 漢

久米郡美咲町 Ｎ94 研山照青 岡山県顧夐詩「虞美人」の一
節

勇人 漢

広島県 28( )

広島市 Ｇ1893 大槻千穂 広島県金槐和歌集 仮

広島市 Ｇ1091 波田信泉 広島県ひさかたの 信子 仮

広島市 Ｇ1084 中村流月 広島県秋の野を 和子 仮

広島市 Ｇ5063 桧垣伸子 広島県伸子 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

広島市 Ｇ1898 山肩真智子 広島県ふるさとの夏 仮

広島市 Ｅ151 髙橋佑太 千葉県戴叔倫詩 漢

広島市 Ｇ1122 新居新月 広島県つくばやま 明子 仮

広島市 Ｇ5026 山上君代 広島県桜花 仮

広島市 Ｇ1292 山口孝子 千葉県百人一首抄 仮

広島市 Ｇ1092 田汀月 広島県こひわたる 百合子 仮

広島市 素1185 長屋順子 広島県石走る 仮

広島市 Ｈ1031 橋本雅恵 広島県夏から秋へ 仮

呉市 Ｇ233 阿垣甘露 広島県山靄 美嶺子 漢

呉市 Ｇ262 河野香仙 広島県自然風 房代 漢

呉市 Ｇ254 松岡媛風 広島県古詩 相本寿美
子

漢

呉市 素1284 松本美穂 広島県天の原 仮

呉市 素1193 水野上伸枝 広島県ひさかたの 仮

呉市 Ｇ2138 山上庸子 広島県白金の糸 調

尾道市 Ｓ2006 惠谷錦繡 広島県萬葉集 佳乃子 調

尾道市 Ｇ241 小林韜光 広島県青草を髪に綰くらむ妹 富子 漢

尾道市 Ｇ252 林 桂翠 広島県晩景 道夫 漢

尾道市 素1192 松崎孝子 兵庫県はしきやし 仮

福山市 Ｇ2131 中村文美 広島県夕 調

福山市 原1146 中室舟水 広島県空 明 仮

三次市 原1118 桑名希舟 広島県初時雨 陽子 仮

東広島市 Ｇ1570 増山聖仙 山口県大伴旅人の歌 恵子 仮

廿日市市 Ｇ1123 畑本智江 広島県あまのはら 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

安芸郡府中町 Ｇ1290 溝本燁子 広島県新古今和歌集抄 仮

山口県 7( )

下関市 Ｋ339 粟屋俊堂 山口県故郷 俊朗 漢

下関市 Ｇ325 中尾石風 山口県晩秋暁起 勝典 漢

山口市 素1285 玉木草苑 山口県このたびは 早苗 仮

岩国市 Ｇ1724 岡村翠苑 山口県小倉百人一首より 道子 仮

岩国市 Ｋ34 村上翠玉 愛媛県古路 節子 漢

岩国市 Ｇ1121 山本一遊 山口県良寛のうた 幸 仮

岩国市 Ｇ2008 山本一芯 山口県一枚の木の葉のように 伸 調

徳島県 11( )

徳島市 Ｇ1323 河野真流 徳島県河風 紀代子 仮

徳島市 み3047 森上象玉 熊本県魏志語二種 由比子 篆

徳島市 Ｓ24 森上洋光 熊本県摘錄郊廟歌辞 漢

徳島市 Ｇ1319 森 光翔 徳島県古今和歌集抄 裕美子 仮

徳島市 Ｓ924 米澤東籬 徳島県高阮懐詩 司子 漢

鳴門市 Ｇ1324 井上虹雨 徳島県秋立つ日 まり 仮

阿南市 H87 田村元帥 徳島県白居易詩 漢

吉野川市 Ｇ1955 竹田和代 徳島県見渡せば 仮

美馬市 Ｋ1202 向井京子 徳島県月夜 仮

海部郡海陽町 Ｓ2427 吉田和婉 徳島県花明り さい子 調

板野郡藍住町 Ｇ1901 亀石文苑 徳島県立秋 二三 仮

香川県 21( )

高松市 Ｋ98 黒田玉藻 香川県金陵の気 圭生 漢

高松市 Ｂ3005 小西斗虹 広島県載酒隨江鷗 憲一 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

高松市 Ｋ19 小林翠汀 香川県天地間 律子 漢

高松市 Ｋ135 英 藍丘 香川県心 京子 漢

高松市 Ｇ171 山下麗香 香川県梁簡文帝之詩 香魚子 漢

丸亀市 Ｇ174 金丸蒼苑 香川県傅縡之詩 晃子 漢

丸亀市 Ｋ94 久保蓬扇 香川県思う 竹内未奈
子

漢

丸亀市 Ｋ96 久保黎峰 香川県兵形象水 祐三 漢

丸亀市 Ｓ501 島田香岫 香川県秋柳 孝司 漢

丸亀市 素1099 廣田蓬邨 香川県萬葉の四季 茂昭 仮

丸亀市 Ｇ1245 正田幸子 香川県茂吉の歌 仮

丸亀市 Ｇ1931 眞鍋憲二 愛媛県夢 仮

丸亀市 Ｋ2023 好永麗玉 香川県祈りと共に、寄り添い
て

詔子 調

坂出市 Ｇ176 北條雅僊 香川県短歌行 文雄 漢

善通寺市 Ｋ40 山地鶴翠 香川県恋 千鶴子 漢

善通寺市 Ｋ116 山地紀翠 香川県毛美知 紀子 漢

観音寺市 Ｇ1962 中野香扇 香川県ますらをや ゆかり 仮

さぬき市 Ｅ93 福谷奎玉 香川県高青邱詩 敏子 漢

三豊市 Ｓ527 原 青丘 香川県蘇東坡詩 潤子 漢

仲多度郡琴平町 素1079 原多詠子 香川県初　雪 妙子 仮

仲多度郡多度津町 Ｇ1945 山本惠美子 香川県朝霧 仮

愛媛県 4( )

松山市 Ｇ1504 薄墨何青 山口県ふれるしら雪 田中朋子 仮

松山市 Ｋ253 金尾美景 愛媛県岑参詩 漢

西条市 Ｓ142 佐伯翠葩 愛媛県杜子美詩二首 ひとみ 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

西予市 Ｋ257 萩森鳳仙 愛媛県王官二首 德一 漢

高知県 2( )

高知市 Ｇ2112 玉井朝子 高知県一握の砂 調

四万十市 素1325 森 淑子 高知県幾山河 仮

福岡県 54( )

北九州市 Ｚ3019 師村立卿 宮崎県化城寶處 五六 篆

北九州市 Ｆ2215 秋永春霞 福岡県瀬戸の海 智子 調

北九州市 Ｅ107 大塚婉嬢 福岡県杜甫詩四首 順子 漢

北九州市 Ｅ91 原田光祥 大分県李白詩 三保子 漢

北九州市 み3012 鵤 靁轟 福岡県長歌行句他 聖治 篆

北九州市 Ｆ2207 西谷芝蘭 福岡県紅鶴 礼子 調

北九州市 Ｋ73 長沼龍雲 福岡県曉風 孝昌 漢

北九州市 Ｋ61 坂本吐舊 宮崎県王昌齡詩 順司 漢

北九州市 Ｍ55 髙橋郭舟 福岡県度九龍山 俊一 漢

北九州市 Ｇ1347 丸林玉芳 福岡県ちはやぶる 律江 仮

福岡市 Ｋ198 柴田白鳳 福岡県孟浩然詩 幸祐 漢

福岡市 Ｙ1058 髙丘裕美 福岡県萩 仮

福岡市 Ｋ39 八尋漱玉 福岡県鬼神 真一 漢

福岡市 Ｚ1010 若原水清 岐阜県山家集より きよみ 仮

福岡市 Ｋ188 相島芳水 福岡県萬葉歌 亜矢子 漢

福岡市 Ｋ191 石田晨陽 福岡県杜審言詩 京子 漢

福岡市 Ｋ13 大泉紫光 福岡県古風其の一 芳枝 漢

福岡市 Ｋ2037 山﨑中道 福岡県平家物語 正敏 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

福岡市 Ｋ190 安藤慶子 福岡県梅花絶句三首 漢

福岡市 Ｋ194 川本青藍 佐賀県萬葉歌 雅子 漢

福岡市 Ｒ334 野中朱石 佐賀県高適詩 日出昭 漢

福岡市 Ｋ2013 渡邉恵風 福岡県厳か 智恵子 調

福岡市 Ｓ323 上田翆泉 福岡県梅堯臣詩 楓 漢

福岡市 Ｋ23 谷村魁秀 福岡県凝神 充也 漢

福岡市 Ｋ209 森 翠柳 福岡県拝舞 昌子 漢

福岡市 Ｓ624 森田彰子 静岡県宴辺将 漢

福岡市 Ｋ37 森田草藍 福岡県納涼 啓司 漢

福岡市 み3023 西山鐵廬 鹿児島県傳習録語・荘子語 亮一 篆

福岡市 Ｋ2035 石津墨扇 山口県萬葉集雑歌 孝泰 調

福岡市 Ｋ230 石橋翔風 山口県満屋の異香 朋弥 漢

福岡市 Ｋ192 上原寒海 福岡県王漁洋詩 功敬 漢

福岡市 Ｋ22 髙橋雅風 福岡県萬葉歌 悦子 漢

福岡市 Ｋ28 福井佑香 福岡県袖振 佑子 漢

大牟田市 Ｇ64 田河琴翠 福岡県費洪学詩 伊智子 漢

久留米市 Ｇ1332 石田洋子 福岡県山かくす 仮

久留米市 Ｓ147 井上彩風 福岡県班婕妤詩 絵理 漢

久留米市 Ｇ1889 堤 裕子 福岡県巣立ち 仮

久留米市 Ｋ27 東 春海 福岡県故郷 漢

久留米市 Ｋ29 松尾無雙 福岡県應 和彦 漢

筑後市 Ｓ17 下川蒼田 福岡県摘錄荘子天道第十三 善道 漢

行橋市 Ｋ2010 臼井芳晴 福岡県風鈴 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

行橋市 Ｚ1 工藤崇峰 福岡県鮑溶詩 浩利 漢

筑紫野市 Ｋ199 末吉寿鳳 福岡県万葉歌 亜津子 漢

宗像市 素1244 金子栁水 福岡県菩 提 洋子 仮

宗像市 Ｋ2011 萱野春陽 佐賀県海と岩 葉子 調

福津市 Ｇ1772 坂井孝次 兵庫県淡路島 仮

福津市 Ｋ35 本松嶽仙 福岡県風 泉 漢

朝倉市 Ｆ2231 大竹美喜 福岡県夏雲 美喜枝 調

筑紫郡那珂川町 素1158 内村明幹 福岡県一杯の酒 知悦 仮

糟屋郡篠栗町 Ｋ31 松原宏仙 福岡県月影 敏宏 漢

糟屋郡粕屋町 Ｚ12 二宮欣山 福岡県飲酒一節 敏治 漢

糟屋郡粕屋町 Ｚ19 二宮侑山 福岡県秋雨 弘嗣 漢

鞍手郡鞍手町 素1179 多木泉為子 福岡県難波潟 美代子 仮

京都郡苅田町 Ｒ251 柿本求峰 福岡県韋応物詩 勝 漢

佐賀県 7( )

佐賀市 Ｓ301 羽室彩雲 佐賀県呉蘭雪の詩 文子 漢

唐津市 Ｚ1005 草野煌月 佐賀県天つ風 京子 仮

伊万里市 Ｓ311 池田啓二 佐賀県劉基詩 漢

小城市 Ｓ922 松尾海燦 佐賀県儲光羲詩 洋一 漢

嬉野市 Ｓ300 相川麗水 佐賀県梅の花 ノリ子 漢

神埼市 Ｇ2135 志岐敏光 佐賀県妻籠の紅梅 調

神埼市 Ｆ2206 志岐陽華 佐賀県潮汐の神秘 陽子 調

長崎県 3( )

長崎市 H74 橋口朱景 長崎県張籍詩 久美子 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

佐世保市 Ｓ617 相川瑛石 長崎県高適詩 隆信 漢

大村市 F1003 石橋珠扇 長崎県爽風 民子 仮

熊本県 13( )

熊本市 Ｒ356 秋山千華 熊本県劉基詩 漢

熊本市 素1211 井上邦子 熊本県春の野に 仮

熊本市 Ｚ1034 中村天馨 熊本県玉づさ すよ 仮

熊本市 素1209 池田由利子 熊本県わが背子が 仮

熊本市 素1215 大久保倫子 熊本県わが背子 仮

熊本市 Ｅ153 緒方龍生 宮崎県「野田行」他一首　高
啓詩

漢

熊本市 Ｚ1065 永田静汀 熊本県花 静子 仮

熊本市 素1220 安竹登美子 熊本県なでしこが 仮

熊本市 素1212 岩谷香代子 熊本県あかねさす 仮

熊本市 Ｚ1015 河田三和子 熊本県雪 仮

熊本市 Ｍ14 上杉修子 熊本県始帰江上夜聞呉生歌 漢

阿蘇市 素1207 綾部さよ子 熊本県やすみしし 仮

合志市 Ｒ379 髙島恵花 熊本県酈權詩 美恵子 漢

大分県 2( )

大分市 Ｆ2281 西村桃霞 大分県オーロラに逢う　アラ
スカにて

節子 調

杵築市 Ｆ2220 岡由香里 大分県雨あがりの夕暮れ 調

宮崎県 10( )

宮崎市 Ｍ6 井上峰雪 宮崎県太湖 順子 漢

宮崎市 Ｋ223 久保紅華 宮崎県萬葉歌 淳子 漢

宮崎市 Ｅ155 久保麗羊 宮崎県陸游詩 美千代 漢

宮崎市 Ｇ1362 後藤草州 宮崎県まつ人に 祐子 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

宮崎市 Ｓ134 後藤田玉暎 宮崎県蘇東坡詩 良子 漢

宮崎市 Ｋ2049 長友春菜 宮崎県与謝野晶子の詩 調

宮崎市 Ｋ111 本田蘇望 宮崎県萬葉歌 淳也 漢

宮崎市 Ｋ1127 森田蕙風 宮崎県世の中よ 敬司 仮

延岡市 Ｍ95 山浦柏秀 宮崎県吾家三兄弟 秀子 漢

日向市 Ｋ222 畝原翔華 宮崎県萬葉歌 ひろみ 漢

鹿児島県 15( )

鹿児島市 Ｇ1360 今給黎博芳 鹿児島県露すがる 博子 仮

鹿児島市 Ｓ890 上野逸畔 鹿児島県孟浩然詩 一範 漢

鹿児島市 Ｍ22 大坪溪水 鹿児島県鐂炳詩 湶 漢

鹿児島市 Ｍ24 加世田溪竹 宮崎県李模詩 哲夫 漢

鹿児島市 Ｓ898 小園洸芝 鹿児島県曹子建詩 廣子 漢

鹿児島市 Ｇ2030 添田耕心 鹿児島県三木露風の詩 義盛 調

鹿児島市 Ｓ900 月野碧秧 鹿児島県杜牧詩 緑 漢

鹿児島市 Ｋ236 福徳俊爽 鹿児島県礼 亮 漢

鹿児島市 Ｇ1346 山下松月 鹿児島県わが宿の 範子 仮

鹿屋市 Ｇ1357 伊之口鳳洲 鹿児島県古今和歌集より二首 芳至 仮

霧島市 Ｓ54 山内紀隆 鹿児島県陶淵明詩 漢

奄美市 Ｓ9 池田光遊 鹿児島県劉長詩 光麿 漢

姶良市 Ｇ1351 松元月代 鹿児島県春ふかみ 仮

肝属郡東串良町 Ｓ2403 松元華舟 鹿児島県良寛の詩 ひろ子 調

大島郡和泊町 Ｇ5012 水口昌紀 鹿児島県秋霧 仮

沖縄県 14( )



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

那覇市 Ｓ473 大山紫萩 沖縄県趙文詩他三首 美代子 漢

那覇市 Ｓ2063 小川瑞心 沖縄県独り敬亭山に坐す 和美 調

那覇市 Ｓ483 我部玉萩 三重県許渾詩四首 幸枝 漢

那覇市 Ｓ612 幸喜洋人 沖縄県李義山詩 漢

那覇市 Ｇ2043 茅原南龍 沖縄県心燃ゆ 善元 調

那覇市 Ｇ109 中村泉抄 沖縄県閩山游草 裕美 漢

那覇市 Ｇ2046 比嘉鵬月 沖縄県汽車の旅 朋子 調

那覇市 Ｇ2047 眞喜屋華泉 沖縄県希望叶える闘魂を 美佐 調

沖縄市 Ｇ2044 上地燦舟 沖縄県椰子の実 みゆき 調

豊見城市 Ｇ101 内間紅華 沖縄県宿巴陵聞笛 綾子 漢

豊見城市 Ｇ2045 末吉白韻 沖縄県太平洋 理沙 調

うるま市 Ｙ2029 安座間賀子 沖縄県浜辺 調

うるま市 Ｙ1110 新里荘香 沖縄県龍田川 明美 仮

島尻郡与那原町 Ｇ111 宮城芳堂 沖縄県和陶飮酒 正一 漢
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