
第9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 17( )

札幌市 端3105 飯田邦生 三重県体貌閑雅 篆

札幌市 G5213 久保田共子 北海道しら波 仮

札幌市 Y1019 下村美穂 北海道秋 仮

札幌市 S2133 土井伸盈 北海道われらに要るもの 伸也 調

札幌市 S2011 戸澤秋亭 北海道晩秋から初冬へ 紀之 調

札幌市 S2132 小林融之 北海道遠雷 雅澄 調

札幌市 原1369 菅原京子 北海道辛夷 仮

札幌市 素1263 廣瀨敬泉 北海道古今和歌集　 みち子 仮

札幌市 F2059 山田起雲 北海道史記・鴻門の会 敏 調

札幌市 G5120 寺田千秋 北海道囀り 仮

札幌市 G2154 青木敏子 北海道小倉百人一首 調

函館市 F2049 秋山翠聲 北海道蒼鷺 幸一 調

函館市 端3101 上山天遂 北海道千秋萬歳 勝紀 篆

函館市 F2057 天満篤子 北海道あき子の歌 調

小樽市 G5134 北　彰子 北海道古今和歌集 仮

河東郡音更町 F2050 溝　掬水 北海道白鳥 田原志津
子

調

河西郡更別村 G2151 安江翠泉 北海道北の海 カツ子 調

青森県 3( )

青森市 G1199 浦郷綾子 青森県おもかげ 仮

八戸市 H98 宮古文雪 青森県厲鶚詩 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

平川市 R2013 西谷昇仙 青森県澀江抽齋 隆志 調

岩手県 13( )

盛岡市 G1724 久保田紫苑 茨城県姫百合 陽子 仮

盛岡市 G1416 小岩萌春 宮城県金槐和歌集より 佳代 仮

盛岡市 G1417 小苅米彩夏 岩手県小倉百人一首より 千彩子 仮

盛岡市 G1456 田上雲峰 岩手県かくとだに 洋一 仮

盛岡市 G1431 千葉溪萌 岩手県よきの海の 嘉奈子 仮

盛岡市 G1449 津志田沙苑 岩手県山家集より チヤ子 仮

花巻市 A2002 照井皓月 宮城県新渡戸稲造の文より 次子 調

花巻市 Ｉ299 畠山素園 岩手県故國 清子 漢

一関市 S2036 大河原節子 岩手県石川啄木の詩 調

一関市 S533 菊地翺鳳 岩手県黄庭堅詩 広輝 漢

二戸市 S791 澤藤華星 岩手県唐彦謙詩 菅原ゆか
り

漢

奥州市 原1240 及川桂香 岩手県月見れば 富美子 仮

滝沢市 G1429 田中萌悠 岩手県春のうた 園子 仮

宮城県 7( )

仙台市 S543 小日向慶可 宮城県張籍詩 佐々木慶
子

漢

仙台市 S557 末永瑞鳳 宮城県晩歇湘源縣 裕之 漢

仙台市 原1183 佐々木香峰 三重県春のあけぼの かをる 仮

仙台市 ヒ15 中條天真 宮城県于謙詩 洋子 漢

多賀城市 み3004 髙野芳月 宮城県官事無攝・戦者逆徳 枝 篆

岩沼市 ヒ8 片倉恵仙 宮城県袁宏道詩 多恵子 漢

宮城郡利府町 S2051 畠山翠香 宮城県元好問詩 恵美子 調

秋田県 4( )



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 G1405 伊勢麻子 秋田県かすがのの 仮

秋田市 R315 小松璐秋 秋田県張宣詩 篤子 漢

大仙市 H2003 奥山朱鳳 秋田県鄭作詩 ノリ子 調

仙北市 A10 山口顕正 秋田県姚合詩 漢

山形県 6( )

山形市 ヒ5 阿部旭祥 鹿児島県韜光寺 政子 漢

山形市 ヒ22 渡部梅祥 山形県白楽天詩 祥子 漢

村山市 S4 工藤聖泉 山形県軌灋 貞義 漢

天童市 素1178 岡崎茜葉 山形県万葉集　東歌 瑞子 仮

東根市 ヒ1 青柳祥雲 山形県李汾詩 安展 漢

東根市 ヒ6 植松　慈 山形県李白詩 漢

福島県 3( )

いわき市 G1639 井戸川保子 福島県秋の宵 仮

いわき市 S622 鈴木花泉 福島県范成大詩 純子 漢

いわき市 S400 馬上溪花 福島県鴻門の会（史記） 久子 漢

茨城県 42( )

水戸市 S505 石川茜舟 茨城県塞上曲１ 敏子 漢

水戸市 み3070 辻　敬齋 石川県游麟飛鳳 哲一 篆

水戸市 S577 永藤窓風 茨城県高仲本が相い見るを喜
ぶに和す

公子 漢

水戸市 G1842 中村裕美子 岡山県良寛の歌 吉澤裕美
子

仮

水戸市 G1200 福田明代 茨城県萬葉のうた 仮

水戸市 S2088 松浦螢郊 茨城県水都懐古六首 恵子 調

水戸市 端3012 山内白華 茨城県握沙為寳 基弘 篆

水戸市 S614 吉澤太雅 茨城県黒雲雷轟 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

日立市 S639 小野江華 茨城県宋之問詩 夕起江 漢

土浦市 Ｉ273 窪山墨翠 福岡県彩 剛司 漢

古河市 Ｉ68 荒木廣山 茨城県雲 広之 漢

石岡市 S641 岡野趙洋 茨城県蘇東坡詩 あさ子 漢

結城市 S563 鈴木宗美 茨城県道中聞松声 美紀子 漢

結城市 S565 鈴木明窓 茨城県杜審言詩 俊明 漢

龍ケ崎市 S2028 羽根田　修 福島県黄滔詩句 調

常総市 Ｉ192 長野華翠 茨城県西園 栞 漢

常陸太田市 S2089 篠原挙秋 茨城県松庵寺 文子 調

高萩市 S395 佐川峰章 茨城県奮迅 智紀 漢

高萩市 ヒ56 水上煌雲 茨城県宋之問詩 哲夫 漢

取手市 S407 張ケ代岫代 茨城県王維詩 漢

牛久市 S856 津﨑麗江 京都府玉壺吟一節 利江 漢

つくば市 端11 輿水紫石 山梨県李賀詩 英次 漢

つくば市 S401 柴　鮮宇 茨城県李白詩 三千男 漢

つくば市 N141 髙橋佑太 千葉県王勃詩 漢

ひたちなか市 S611 川野邉泰雲 茨城県蘇軾詩 泰司 漢

ひたちなか市 S617 倉田朱鷗 茨城県渡揚子江 裕美 漢

ひたちなか市 S616 佐久間篁石 神奈川県樂神曲 房枝 漢

ひたちなか市 S2098 西野香葉 茨城県雙蝶のわかれ(北村透
谷の詩)

敏子 調

潮来市 S509 井上光基 茨城県蘇東坡詩 漢

潮来市 ヒ2 大川清游 茨城県白楽天詩 敦子 漢

守谷市 F2094 森　桂山 千葉県歸燕 健一郎 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

守谷市 G1691 川三千代 新潟県離別の時 仮

守谷市 S625 若泉裕明 茨城県桃花源詩一節 漢

常陸大宮市 S539 栗木白葉 茨城県春日 多見子 漢

那珂市 S519 大和田豊久 茨城県柳絮 ひさ江 漢

那珂市 S647 檜山青径 茨城県宮中行樂詞 正義 漢

那珂市 S635 吉澤衡石 茨城県王偁詩 年矢 漢

桜川市 S628 田﨑眞瓔 茨城県五言律詩 九首 眞子 漢

神栖市 S542 小林千早 茨城県蘇東坡詩 漢

つくばみらい市 S552 山藤秀翠 山梨県春日郊外 美代子 漢

那珂郡東海村 S2095 黒澤芳穂 茨城県蘇東坡詩 芳枝 調

稲敷郡河内町 原1088 秋山和也 茨城県とりどりに 仮

栃木県 12( )

宇都宮市 S2170 赤澤寧生 栃木県山襞の影 調

宇都宮市 S2040 入山征弘 長野県萩原朔太郎の詩 調

足利市 S404 上村千嶂 栃木県高青邱詩四首 慎一 漢

栃木市 G3001 嶋田　周 栃木県繫風捕影 篆

佐野市 S396 大竹氿泉 栃木県落花篇 （七言古詩） 
徐釚

康司 漢

小山市 S572 塚原彩香 茨城県春尽く 通子 漢

小山市 S574 中里弘峯 栃木県村舎二首 其二 昌弘 漢

小山市 S788 松尾光晴 長野県楊廷秀詩 漢

小山市 S8 松本純美代 栃木県牛嶠詞 菩薩蠻 片柳純美
代

漢

大田原市 G1851 川上鳴石 栃木県柳陰 文敏 仮

矢板市 み3055 磯　翠茗 東京都明道若昧・抱甕 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 B3001 福富玲茜 栃木県豁然大悟 美紀 篆

群馬県 5( )

前橋市 原1292 宮崎弘水 群馬県花さそふ 弘子 仮

高崎市 S54 髙﨑梅仙 東京都漱石詩五首 行彦 漢

桐生市 Y2 大澤梢光 東京都游山 まゆみ 漢

太田市 S1098 津久井智恵美 群馬県夕されば 仮

沼田市 端3009 國定青陽 群馬県深藏若虚 貢 篆

埼玉県 91( )

さいたま市 S219 鶴家典子 群馬県于謙詩 漢

さいたま市 原1264 清水澄江 埼玉県春秋 仮

さいたま市 Y7 藤森大節 静岡県蔡復一詩 大雅 漢

さいたま市 Y27 荻田光山 埼玉県劉嗣綰詩 哲男 漢

さいたま市 N137 田口萌瑛 京都府李白詩五首 昌代 漢

さいたま市 Y2017 林田翠山 長崎県登樓望水 省一 調

さいたま市 B1038 由井孝枝 東京都思ひ 仮

さいたま市 G1761 清宮節子 神奈川県古今和歌集 仮

さいたま市 Y38 來司信博 東京都曹操詩 漢

さいたま市 G1836 小林知子 岡山県こぞの春 仮

さいたま市 G1821 山﨑慎也 高知県山深き 仮

さいたま市 原1130 前　遊舟 広島県花　　　 悦子 仮

さいたま市 S2041 森　貴子 三重県国木田独歩の詩 調

さいたま市 S3003 新井昭江 群馬県懷寶迷邦 篆

川越市 Y183 相川澄江 埼玉県良寛詩 澄江 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

川越市 S4010 桾沢輝煌 埼玉県良寛詩二首 輝子 漢

川越市 S112 田島大越 福井県高適詩三種 将 漢

川越市 端2 永島五峻 埼玉県白居易詩 英明 漢

川越市 S1155 比企百夏 埼玉県夕さらず 仮

川越市 S210 古川亮太 鹿児島県袁凱詩 漢

川越市 Y203 吉澤翠亭 埼玉県白居易詩 義和 漢

熊谷市 S1 飯島冰壺 埼玉県墨飲 英雄 漢

熊谷市 S1208 石原裕子 埼玉県山 仮

川口市 端3001 荒居凌雲 東京都折衝禦侮 正幸 篆

川口市 S1158 坂井麻菜美 東京都野邊 仮

川口市 端3007 月木萬里 埼玉県養神和氣 髙 麻理 篆

川口市 み3060 滑田燿齋 埼玉県聲如鐘・騰世獨游 一輝 篆

川口市 B1044 日暮恵理 埼玉県西行のうたを 仮

川口市 S214 由谷真菜香 埼玉県釈処黙詩 漢

所沢市 G1198 川合広太郎 千葉県秋 仮

所沢市 S1196 神山智花 埼玉県音羽山 仮

所沢市 S580 能美翠袿 茨城県陸游詩 恵美子 漢

加須市 G1857 木戸綾子 埼玉県秋の月 仮

本庄市 端6 髙屋敷冬威 埼玉県張説詩 漢

狭山市 端1 尾﨑之搨 埼玉県呉偉業詩 康行 漢

羽生市 N104 深田邦明 新潟県陸游詩 漢

鴻巣市 ヒ17 野澤玉巣 埼玉県于若瀛詩 益代 漢

鴻巣市 素1268 山縣八重 兵庫県万葉集歌 八重子 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

上尾市 S968 赤熊玉蓉 埼玉県杜甫二首 かつ子 漢

上尾市 S4008 上妻聖園 埼玉県自衢州至蘭溪 志津子 漢

上尾市 S79 北里朴聖 鹿児島県聲容蹈厲 朴大 漢

上尾市 S187 富永蘇泉 埼玉県東坡詩 達也 漢

草加市 Ｉ350 三宅厚史郎 岡山県喜 漢

越谷市 S1150 一色久子 埼玉県新古今和歌集より 仮

越谷市 S2093 佐々木秀薫 神奈川県宮沢賢治詩 ふみ子 調

越谷市 B1034 手塚生都子 埼玉県西行の歌 井上奈津
子

仮

越谷市 G3028 畑澤宏和 大阪府天道無親 篆

越谷市 S1144 安田節子 福島県をみなへし 仮

戸田市 G1837 駒﨑陽子 埼玉県万葉集 仮

入間市 S4005 齋藤蛙翠 愛知県楚江清暁図 綾乃 漢

志木市 み3073 権田逸廬 埼玉県論語句 瞬一 篆

志木市 み3012 山口蓉舫 埼玉県居必擇郷・擧善教不能
則勸

美枝 篆

和光市 S110 瀬口大剛 岡山県太宗皇帝詩 文彦 漢

和光市 S211 原　優花 佐賀県岑參詩 漢

和光市 S157 廣瀬光汰 岡山県明詩十一首 漢

和光市 S2014 山口春翔 熊本県連獅子の一節 ことの 調

新座市 Y186 金子桂川 埼玉県游黄華山より 和恵 漢

新座市 素1109 菅田萌春 東京都ほととぎす 圭子 仮

新座市 B1097 安河内弘子 埼玉県月影 仮

桶川市 G1569 野瀬真理 埼玉県万葉のうた 仮

久喜市 G2085 須藤恵里 埼玉県清水の塔 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

北本市 み3059 安島可奈子 埼玉県極深研幾・日月麗天 篆

北本市 ヒ61 佐藤美風 長野県湯右曽詩 美和子 漢

北本市 S1099 矢口緑苑 埼玉県言の葉 尾嶝美佐
子

仮

八潮市 み3057 尾花太 東京都鑄顏 勉 篆

富士見市 B1114 大野幸子 埼玉県ほととぎす 仮

富士見市 S181 芹澤翔華 静岡県北宗紀一節 麻美子 漢

富士見市 端3008 山本山罍 新潟県攀轅臥轍 晃一 篆

富士見市 Ｉ275 湯淺光峰 香川県船と酒樽 圭祐 漢

三郷市 S273 伊能柳華 千葉県孫逖詩 石井千恵 漢

三郷市 G1055 井上淑恵 東京都古今和歌集 津賀子 仮

三郷市 S20 江原見山 東京都郭景純詩 寿 漢

坂戸市 Y2009 島村霞菖 福島県登楼 富子 調

坂戸市 端5 田中大騰 埼玉県司馬禮詩 大樹 漢

鶴ヶ島市 Y2008 佐藤茜沙 千葉県楓岸 美恵子 調

鶴ケ島市 S998 松浦北龍 北海道呉江訪顧茂倫不値因寄 貢 漢

吉川市 S1108 岩田陽子 神奈川県月よめば 仮

吉川市 S1157 加藤潤子 東京都倭道 仮

吉川市 S623 中木茜柊 埼玉県王維詩 浩子 漢

ふじみ野市 S774 角田大壤 群馬県咸黜 健一 漢

ふじみ野市 S790 永井雅子 埼玉県李太白詩六首 漢

ふじみ野市 F2127 枡田真実 三重県万千穂の句 遠山真実 調

ふじみ野市 Y2025 和田朱美 石川県野ざらし紀行 調

白岡市 素1058 亀山真佐江 宮城県涙の露 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

入間郡三芳町 F21 大倉三鐵 埼玉県張九齢詩二首 英和 漢

入間郡三芳町 み3054 柳澤玉暎 埼玉県鶴鳴于九皋聲聞于野・
得衆動天

操子 篆

比企郡小川町 端3010 奈良衡齋 埼玉県先徳韜光 始 篆

比企郡吉見町 G1561 小髙英李 埼玉県万葉のうた 仮

比企郡鳩山町 S775 水口轉碩 埼玉県橘直幹詩 喜美枝 漢

大里郡寄居町 Y204 加藤東陽 福島県万葉歌 祐司 漢

北葛飾郡杉戸町 S1195 白石真由美 埼玉県あけぼの 仮

千葉県 41( )

千葉市 B3010 後藤石鼎 千葉県驚心動魄 浩 篆

千葉市 S243 飯田善一 千葉県宋之問詩 漢

千葉市 B1086 古川彩風 千葉県春風 成子 仮

千葉市 S660 小泉興起 埼玉県杜甫詩 由利 漢

市川市 S2004 石井蕙園 千葉県若山牧水の歌 千惠 調

市川市 S271 市川奈々 静岡県詩経 小雅 楚茨 漢

市川市 S277 工藤瑠美 千葉県袁子才詩 漢

市川市 B3004 田邊栖鳳 千葉県聖藝無窮 喜伸 篆

市川市 S898 松岡碧惺 千葉県肇造 千賀子 漢

市川市 B1095 向井みりあ 大分県青柳の 仮

市川市 R2039 川潭翠 東京都魁夷の文 ミチ子 調

船橋市 S185 井上広登 福岡県欧陽脩詩句 漢

船橋市 S2168 緒方小篁 熊本県冬蝶 孝子 調

船橋市 素1114 酒井珪秀 熊本県天雲の 晴美 仮

船橋市 G1861 湯澤　聡 秋田県秋の日に 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

船橋市 端39 米山翔太 山梨県傅玄詩 漢

松戸市 B3014 鈴木真凜 千葉県顛委勢峻 篆

松戸市 S156 髙橋李佳 千葉県何景明詩 漢

野田市 S842 海野寿山 千葉県陸游詩 正人 漢

野田市 B1134 髙梨昭子 千葉県万葉のうた 仮

野田市 S2186 髙野清玄 静岡県文子の歌 英夫 調

成田市 S216 藤﨑義舟 千葉県竇叔向詩 祐司 漢

成田市 S1207 益田美代子 千葉県三十六歌仙抄 仮

佐倉市 S777 坂井楓弥 千葉県春秋左氏伝一節 漢

佐倉市 Y1035 松田幸江 千葉県末摘花 仮

東金市 S681 宮川嵩広 千葉県韋應物詩三首 漢

習志野市 H99 小野翠峰 秋田県李白詩二首 昌博 漢

柏市 S2084 川﨑瑞香 静岡県夏目漱石中村古峡宛書
簡の一部

瑞穂 調

柏市 原1018 佐藤加恵 兵庫県ふくからに 仮

柏市 G1597 内藤博子 福岡県望郷 仮

柏市 原1363 湯川三壽 和歌山県心 恵子 仮

市原市 S161 井上畦蜨 千葉県沈佺期詩 夏央里 漢

市原市 S135 深山真暉 千葉県唐詩三首 漢

流山市 B1074 玉手いづみ 広島県しづかなる 仮

流山市 素1125 蓜島悦子 埼玉県雁が音 仮

八千代市 S3006 土井広己 千葉県恬筆倫紙 篆

我孫子市 Y1025 大坪智恵美 佐賀県花 平田智恵
美

仮

四街道市 S735 鈴木竹園 千葉県韓愈詩 速人 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

白井市 Y221 吉澤桃舟 千葉県萬葉歌 敏江 漢

香取市 S587 原沢游古 千葉県奉和初春幸太平公主南
荘應制

茂夫 漢

長生郡長南町 S744 濱田桂香 千葉県明詩 利子 漢

東京都 118( )

中央区 G1545 赤石律扇 広島県眺める 律子 仮

中央区 S155 北村明游 新潟県陳旅句 奈穂 漢

中央区 S406 鈴木久香 青森県杜甫詩 漢

港区 B1041 秋山繭子 東京都萬葉のうた 仮

港区 K1148 各務珠実 千葉県西行の歌 仮

港区 B1118 加藤紀代子 東京都須磨より 仮

港区 S70 中村大郁 富山県媾和 拓也 漢

港区 S119 渡邉富岳 静岡県梅尭臣句 亮太 漢

新宿区 S498 青栁祥風 愛知県登岳陽樓 民代 漢

新宿区 S1120 石渕江美 三重県山吹の花 仮

文京区 B1106 井田智佐子 東京都微風 仮

文京区 Y1047 伊藤嘉祥 静岡県春秋の花 嘉奈子 仮

文京区 B1004 大石三世子 宮崎県花の色は 仮

文京区 G1562 金子聖子 東京都万葉のうたを 仮

文京区 Ｉ185 金子令澄 東京都河南の春 眞由美 漢

文京区 N3130 川内伯豐 東京都顯茲威霊 佑毅 篆

文京区 N3131 川内繚華 愛知県善以爲寶 良子 篆

文京区 S1116 谷口成孝 鹿児島県わたつみ 仮

文京区 S2366 畠田心珠 山口県永井荷風句 優衣 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

台東区 S765 佐藤瑞芳 東京都秋興 慶子 漢

墨田区 S500 渥美雲峰 東京都劉嗣綰詩 剛典 漢

墨田区 S2159 帯向芳園 東京都紫陽花 久美子 調

墨田区 S1002 杉山玉秀 東京都高砂 眞知子 仮

江東区 端3005 小池大龍 東京都萬壽無疆 達昭 篆

江東区 S2191 斎藤正嗣 福島県海景　野分が近い 調

江東区 S153 坂口紅鮮 東京都清七言詩十一首 裕美子 漢

品川区 S1095 西田　健 熊本県藤浪 仮

品川区 S159 伴　心義 栃木県徐知証詩一節 一真 漢

品川区 S106 堀江聖筑 福岡県王越詩 尚子 漢

品川区 S2092 依田希代子 群馬県落葉焚き 調

目黒区 S19 荒井湧山 東京都妙法蓮華経 利之 漢

目黒区 B1001 飯田和子 栃木県秋愁ひ 仮

目黒区 S511 今井菜美子 熊本県雨を観る 漢

目黒区 G2153 勝山歡彩 埼玉県名筆の書 ゆい子 調

目黒区 B1031 杉岡由梨 東京都古今和歌集 谷口由梨 仮

目黒区 G1838 首藤小夜華 三重県秋も暮れ 恭子 仮

目黒区 S1209 出島敏江 東京都万葉集より 仮

目黒区 G1202 宮城佳寿子 東京都風さそう 仮

大田区 み3005 野中穎僊 東京都塵外游 秀昭 篆

大田区 S230 無類井光華 千葉県陸機詩 栄子 漢

世田谷区 S4012 石野博道 兵庫県山居月夜 博 漢

世田谷区 B3003 卯中惠美子 神奈川県氣宇融和 稲村恵美
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

世田谷区 S1206 小木曽郁子 京都府おもかげ 仮

世田谷区 S1199 河村桂子 富山県万葉のうた 仮

世田谷区 S1200 國益悦子 福岡県梅花 仮

世田谷区 素1116 菅野かなめ 大阪府春の野 仮

世田谷区 B1146 星野明美 神奈川県万葉の歌 仮

渋谷区 G2060 津金岳邦 東京都斎藤茂吉の歌 調

渋谷区 N102 平山寛川 福岡県王維詩 賀子 漢

中野区 素1105 木下ユミ子 福岡県秋風 仮

中野区 S126 小西北翔 北海道髪光 優輝 漢

中野区 Ｉ96 冨田翔山 岡山県五合庵 翔 漢

杉並区 G292 梶原千煕 福井県李太白詩 ひかり 漢

杉並区 S756 德田心鐸 鳥取県賞心十六事 龍二 漢

杉並区 G1692 中村とく 東京都蓮の月影 仮

杉並区 I1019 森　明子 京都府風さゆる 仮

豊島区 S182 石川青邱 東京都春髪 圭一 漢

豊島区 G1543 井上南海 東京都田村 南海子 仮

豊島区 B1121 菊池洋子 東京都ゆづる葉 仮

豊島区 Y1204 堀井寛史 東京都湖 仮

北区 S73 岩脇佐雅 新潟県嵆康詩 里絵子 漢

北区 S3002 木全良一 愛知県不動心 篆

北区 素1127 廣田玲子 埼玉県おみなえし 仮

北区 端3026 松尾碩甫 東京都眉壽萬年無疆 大輔 篆

荒川区 S845 青山濤伯 東京都王維詩 登志江 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

荒川区 S6 竹山昶伯 青森県閻爾梅詩 伸 漢

荒川区 S912 戸叶幽翠 静岡県自詠五首 保子 漢

板橋区 S1106 荒井竜子 鹿児島県もみぢ 仮

板橋区 S120 上久保大鶴 鹿児島県孔子家語好生第十一節 雄大 漢

板橋区 G306 河内君平 大阪府沈曾植詩 利治 漢

板橋区 S771 小池功逸 新潟県歴代名画記一節 巧一郎 漢

板橋区 S93 杉　青濤 福岡県賈島詩 玲菜 漢

板橋区 S2039 平賀敬子 兵庫県国木田独歩の文より 調

板橋区 S160 藤田姫水 新潟県杜子美詩 美和子 漢

板橋区 S772 山下睦未 鹿児島県劉象詩一節 須賀睦未 漢

板橋区 S163 渡辺優那 広島県陸顒句 漢

練馬区 S72 青木聴雪 鹿児島県博朴 豊 漢

練馬区 素1102 浅原晴泉 東京都あめつちと 朋子 仮

練馬区 Y1023 石丸真弥 愛媛県秋風 仮

練馬区 B1107 稲葉淳子 東京都武蔵野 仮

練馬区 S71 上籠鈍牛 鹿児島県韓上桂詩句 圭介 漢

練馬区 G1805 植竹　和 栃木県吹く風の 仮

練馬区 S3 遠藤昌弘 福島県五賢祠東配殿聯語 漢

練馬区 G1754 尾上　慶 宮崎県古今和歌集抄　恋歌 桂子 仮

練馬区 原1408 浄念棠光 大分県新古今和歌集抄 八重子 仮

練馬区 素1234 中原信竹 福島県桃の花 信子 仮

練馬区 S624 藤咲香花 岩手県菅原道真詩 美代子 漢

練馬区 Y82 松岡馨秀 長野県白楽天詩 小百合 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 Y185 横田北園 埼玉県杜甫詩 登美子 漢

足立区 G1753 内田員江 東京都百人一首 仮

足立区 F2162 長谷川鸞卿　 愛知県亀裂 正則 調

葛飾区 S796 石田壽扇 東京都賦得臨池竹 みのる 漢

葛飾区 Ｉ138 小石聿峰 東京都門跡 圭子 漢

葛飾区 S2177 今　和希子 青森県花 大八木和
希子

調

葛飾区 G290 清水松塢 東京都七言對句 達孝 漢

葛飾区 S287 丸山桂華 東京都魏野詩句 恵子 漢

江戸川区 S22 海野博久 東京都感篆 漢

江戸川区 端26 黒田浩芳 福島県千字文 浩子 漢

江戸川区 Y1062 佐々木裕紀子 東京都夕顔の花 仮

八王子市 端3 鎌田光暘 東京都杜甫詩 純穂 漢

八王子市 素1025 中村美綾 静岡県大和路 貴美子 仮

武蔵野市 端3003 北村鐘石 東京都韋編三絶 和雄 篆

武蔵野市 Y3 久保妍山 高知県許継詩 尚文 漢

武蔵野市 Y8 宮本耕成 愛媛県魚龍百戯 漢

三鷹市 S2189 板橋松華 東京都今宵の心 美彩緒 調

三鷹市 G1673 原　奈緒美 新潟県花 仮

府中市 G1708 福井淳哉 兵庫県童心 仮

調布市 S1007 小川みよ子 東京都旅 美代子 仮

調布市 G1827 前田明子 兵庫県新古今和歌集より 仮

町田市 S1064 千葉久江 東京都新古今和歌集・春歌抄 仮

小平市 S2094 岩崎光雪 東京都国木田独歩詩 光代 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

小平市 Y1026 奥江晴紀 岡山県安見児 仮

小平市 S525 柏木紫香 茨城県陶渕明詩 尚子 漢

東村山市 G5216 鈴木華水 岐阜県雲の上 香代子 仮

国立市 S1202 小森秀一 東京都今朝みれば 仮

東久留米市 F20 喜入彩光 福井県古詩四首 裕基子 漢

多摩市 G1715 兼平春鈴 静岡県山家集のうた 有里奈 仮

西東京市 F12 蓮見光春 東京都奉和初春幸太平公主南
莊應制

行廣 漢

神奈川県 31( )

横浜市 原1212 森　俊行 神奈川県五月の雨 仮

横浜市 S7 平松千恵子 神奈川県陶淵明詩 漢

横浜市 B2004 田　博 福島県土偶 調

横浜市 G1756 斎藤真澄 神奈川県古今和歌集 上田真澄 仮

横浜市 S4004 山口春翠 神奈川県暁行 裕美 漢

横浜市 Z1049 柴田多計子 新潟県あづさ弓 たけ子 仮

横浜市 S946 種家杉晃 神奈川県麟閣 伸一 漢

横浜市 S1197 二宮桂秀 茨城県山桜 清江 仮

横浜市 G5006 高橋千佳 神奈川県真葛原 仮

横浜市 G1544 中西雅舟 兵庫県牧水の歌 久美子 仮

横浜市 G3016 堀　祥華 福岡県永受嘉福 禎子 篆

横浜市 G1816 松田彩苑 神奈川県はなをこそ 昌子 仮

川崎市 S114 小山蘇龍 熊本県宋祁詩 剛平 漢

川崎市 S127 山口大梦 鹿児島県彭汝礪詩 大夢 漢

川崎市 Y1001 小林昂芳 新潟県清新 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

川崎市 G1782 新舟律子 東京都古今和歌集抄 仮

川崎市 G1990 河又世津子 栃木県つくしに侍り 仮

川崎市 G1845 三浦順子 鹿児島県ひぐらし 仮

川崎市 S2172 水野燕風 大阪府夏蕨 敦史 調

相模原市 G1758 藤澤順子 愛知県万葉集 仮

相模原市 G1759 末常照子 東京都良寛のうた 仮

横須賀市 G1863 三原彩鈴 福岡県花の里 和子 仮

鎌倉市 S874 生駒蘭嵩 和歌山県駱賓王詩 光識 漢

藤沢市 G1829 新井崇子 埼玉県浅春 浅野崇子 仮

茅ケ崎市 Y128 佐藤青園 神奈川県蘇東坡詩句 かつみ 漢

大和市 S27 嶋田白染 新潟県五言古詩 節子 漢

大和市 G1755 西山恵子 兵庫県古今和歌集抄 啓子 仮

伊勢原市 Y1021 齊藤紫香 福岡県心 まゆみ 仮

伊勢原市 S583 橋本岳翠 茨城県題李別駕壁 佳子 漢

海老名市 G2078 上田昌子 熊本県緑雨 調

座間市 S1149 吾妻政治 奈良県聲 仮

新潟県 16( )

新潟市 素1031 堀田一逕 新潟県追憶 キミ子 仮

新潟市 S2048 永井碧蘚 新潟県北原白秋詩 昌子 調

新潟市 S794 秋元貞治 新潟県劉禹錫詩 漢

新潟市 G1860 成田沙夕 新潟県風さそふ さゆ子 仮

新潟市 S865 朝平霞山 新潟県白居易詩 茂 漢

新潟市 S183 桑原正明 新潟県楊廷秀詩句 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

新潟市 S2044 森　亜希子 福島県萩原朔太郎詩 加藤亜希
子

調

新潟市 G1790 若月久美子 新潟県山家集抄 仮

長岡市 S2052 櫻川麗光 千葉県島崎藤村詩 さゆり 調

三条市 S18 阿部嘉美 新潟県李青蓮詩 よしみ 漢

三条市 G1685 中村暢子 新潟県月夜の車 名塚暢子 仮

燕市 S107 青栁越山 新潟県来復詩 裕 漢

燕市 G1858 坂井由美子 熊本県春秋模様 仮

上越市 S626 伊藤星詠 新潟県范成大詩三首 由美子 漢

上越市 G1812 中部光風 愛知県野辺 典子 仮

南魚沼市 Y159 佐藤海雲 新潟県出震 三男 漢

富山県 13( )

富山市 C36 金杉　響 富山県古詩二首 漢

富山市 G2098 川崎典子 新潟県道 調

富山市 G3066 溪　皎藍 富山県泡沫夢幻 島田紀子 篆

富山市 G2129 高田直子 愛知県松瀬青々の句 調

富山市 S2395 中野新雪 富山県夜明けの工場 里咲 調

富山市 S2396 山﨑珠雪 富山県新緑の季節 由美子 調

高岡市 N147 大田　亘 富山県劉子翬詩 漢

高岡市 端3030 大村雪陵 富山県齊紫敗素 嘉秀 篆

高岡市 S4027 黒田昌吾 富山県岑参詩 漢

高岡市 N108 畠山耕雪 富山県李白詩 怜史 漢

高岡市 N122 山田蒼山 富山県査愼行詩 達雄 漢

魚津市 G1638 大愛魚苑 富山県花散里 浩実 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

射水市 G1671 正橋白鵞 富山県和泉式部日記 紀代美 仮

石川県 18( )

金沢市 G1970 礒野美佳 石川県紫紺の頂 松原美佳 仮

金沢市 S184 宇多青莎 石川県東坡詩 律子 漢

金沢市 端3068 中田聰山 山梨県獨娯 俊郎 篆

金沢市 G1885 南部美紀子 石川県新古今和歌より 仮

金沢市 S122 野村芽里 石川県宮中行楽詞 杉本芽里 漢

金沢市 原1057 畠河樹雪 石川県天の原 郁子 仮

金沢市 G1049 瓶子翠雨 石川県波の花 貞治 仮

七尾市 G1046 杉本香鵬 石川県梅の花 亮子 仮

七尾市 原1056 得能路雪 石川県あきはきぬ こし路 仮

七尾市 R385 横地紀子 富山県仏説無量寿経 一節 漢

小松市 A14 竹村翠玲 石川県張元昇詩 敏子 漢

小松市 S94 新田光水 石川県王漁洋詩 昌子 漢

加賀市 G1887 東谷浩子 石川県追憶 仮

羽咋市 M1059 岩田真紀 石川県百人一首　Ⅲ 仮

白山市 M2009 新宅峰月 石川県李昌祺詩 陽子 調

白山市 M76 干場昇龍 石川県早発遂渓道中 明 漢

白山市 M77 水戸静琴 石川県白楽天詩 與恵 漢

能美市 M6 宇野春泉 石川県張霊詩 美千代 漢

福井県 7( )

福井市 R1005 玉村紅花 福井県やまとには 克代 仮

福井市 G199 田村彰規 福井県岑參詩 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

敦賀市 R161 春日井貞崖 福井県螢 由見子 漢

勝山市 R136 今井藍雪 福井県江行 道子 漢

鯖江市 S369 梅田珠香 福井県李白詩2首 はるみ 漢

越前市 Ｉ131 小林劉苑 福井県蘇軾詩 留美子 漢

越前市 S2064 山田蘭石 福井県「枕草子」より 典生 調

山梨県 6( )

甲府市 端50 大橋　覚 山梨県譚元春詩 漢

甲府市 端49 大橋　翔 山梨県元稹詩 漢

甲府市 G1818 宮田香彩 山梨県秋の山 ひとみ 仮

甲府市 端2010 森澤津留 山梨県千家元麿の文 つるえ 調

韮崎市 端18 仲田真弓 山梨県李嘉祐詩 漢

笛吹市 S749 雨宮春聲 山梨県劉潤詩 一政 漢

長野県 21( )

長野市 S2008 岡村幸苑 長野県島崎藤村の詩 文子 調

長野市 S60 海沼寿昂 長野県陶淵明詩 利夫 漢

長野市 G1808 海沼里彩 長野県木下利玄のうた 充子 仮

長野市 R2008 川村文齋 長野県江口大象の文 暢亨 調

長野市 R3 川村龍洲 長野県大槻磐溪詩 孝 漢

長野市 G1908 北澤玉汀 長野県牧水のうた 年江 仮

長野市 端10 小出聖州 長野県姜宸英詩 一美 漢

長野市 S2115 児玉潤子 長野県千載和歌集序より 調

長野市 G1810 小林和子 群馬県茂吉の歌 仮

長野市 Y1028 小山紅苑 長野県新古今和歌集より 幸子 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

長野市 端22 佐藤伯皋 長野県戦国策・斉策 充 漢

長野市 S56 三島綏茜 長野県蘇東坡詩石鼓抄 順子 漢

松本市 S860 大澤逸山 長野県謝惠連詩 一仁 漢

中野市 G1647 丸山宏信 長野県西行　旅情 仮

佐久市 Y6 寺尾碩雲 長野県蘇軾詩 賢明 漢

千曲市 S282 塚原楊華 長野県韋応物詩 美幸 漢

千曲市 端23 西沢薫風 長野県李白詩 幸子 漢

東御市 S314 荻原智史 長野県獨明 漢

安曇野市 S862 長谷川韶華 長野県陶淵明詩 4首 澄代 漢

上伊那郡南箕輪村 Y1006 川上典子 長野県露顕 仮

上高井郡高山村 K1084 山﨑のり子 長野県大和 仮

岐阜県 16( )

岐阜市 R1003 吉澤有岐子 岐阜県秋麗 仮

大垣市 玄3002 石原清至 岐阜県應機無盡 篆

多治見市 N3014 日比野妃扇 岐阜県游山澤観魚鳥 千恵子 篆

関市 M1077 平田倫子 岐阜県霞の間 仮

羽島市 Ｉ49 毛利朱藤 岐阜県龍轉 英夫 漢

美濃加茂市 原1162 今井桃丘 岐阜県三十六歌仙抄 勝代 仮

各務原市 G141 林　春翠 山口県高青邱詩 和子 漢

各務原市 S2373 堀安桃園 島根県馬場あき子の歌 由記子 調

山県市 C28 今福紅蘭 熊本県高青邱詩 宮緋 漢

山県市 F4 鈴木史鳳 愛知県陶淵明詩三首 正弘 漢

山県市 C52 仁木蘇 熊本県良寛詩 麻祐子 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

郡上市 R1014 加藤玉華 岐阜県藤袴 未央 仮

羽島郡岐南町 玄3007 波多野公一 岐阜県雕蟲游戯・濟世經邦 篆

羽島郡笠松町 原1147 古田祥扇 岐阜県百人一首抄 山本智子 仮

安八郡神戸町 S21 萩野展山 岐阜県徳器 浄 漢

加茂郡富加町 原1156 成瀬孝子 岐阜県春風 仮

静岡県 32( )

静岡市 G2114 大石八重子 静岡県葦邊より 調

静岡市 G280 岡田明洋 静岡県李太白詩 明洋 漢

静岡市 S2085 杉浦弘承 静岡県王漁洋詩 祐一 調

静岡市 S311 見城正訓 静岡県王維詩 漢

浜松市 G1865 板倉由枝 静岡県新古今和歌集より 良枝 仮

浜松市 G1867 岡田桃華 静岡県あふと見し 和子 仮

浜松市 G1869 鈴木とし 静岡県天の川 仮

浜松市 G2094 浜川廣園 静岡県伊豆の海 廣子 調

浜松市 み3009 師岡素山 静岡県知周乎萬物而道濟天
下・升平運

章次 篆

浜松市 S554 柴谷峰花 静岡県題趙承旨畫羊他三首 好美 漢

浜松市 G1877 杉本由紀 静岡県山家集より ゆき子 仮

浜松市 R219 村瀬和風 徳島県劉長卿詩 和子 漢

浜松市 S105 徳増天慎 静岡県班婕妤詩句 寿 漢

浜松市 S526 帷子紫峰 茨城県張霖詩 俊雄 漢

浜松市 S578 中道琴翠 静岡県詩癖 友子 漢

浜松市 S322 山崎麗水 静岡県何遜詩 麗子 漢

浜松市 ヒ25 小野蹊泉 静岡県呉蘭雪詩 由美子 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

浜松市 S13 小杉翟峻 静岡県胸中萬巻書 英仁 漢

三島市 G1978 稲村澄子 長野県冬ごもり 仮

三島市 G1820 門﨑菁華 北海道山家集より 砂織 仮

島田市 S312 大村貴徳 静岡県高適詩 漢

島田市 G1797 杉村紅鈴 静岡県万葉のうた 治美 仮

富士市 M28 鈴木鳳苑 東京都魏学 の詩 真紀子 漢

富士市 N3056 清　悛玲 静岡県九層臺起櫐土 恵 篆

磐田市 S239 後藤彩鵬 神奈川県杜甫詩三首 江理菜 漢

磐田市 S2032 早瀬明觀 静岡県石川啄木の詩 毅 調

掛川市 Ｉ134 松本玄碩 静岡県杜甫詩 歩 漢

藤枝市 N3102 三森春蘭 静岡県膚受之愬 陽子 篆

御殿場市 ヒ43 長田啓翠 岩手県李白詩 惠子 漢

湖西市 ヒ45 佐藤潮苑 埼玉県厲鶚詩 美千代 漢

湖西市 ヒ46 田代香桃 静岡県謝榛詩 愛子 漢

菊川市 G5020 武藤博子 兵庫県紅葉の空 仮

愛知県 71( )

名古屋市 G5042 家田馨子 愛知県万葉の歌 仮

名古屋市 M1074 野村清涼 愛知県歌々 英診子 仮

名古屋市 I2035 豊嶋青岑 愛知県豆腐屋 美紀 調

名古屋市 G1116 福井芳子 愛知県奥山のうつろい 仮

名古屋市 原1076 水野美保子 愛知県いのり 仮

名古屋市 G5025 赤堀正風 愛知県春がすみ アサ子 仮

名古屋市 G2083 長村子鴻 愛知県鎌倉 恵子 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

名古屋市 G2124 堀部保子 愛知県小草 調

名古屋市 N48 安田雪篁 愛知県梁甫吟 啓子 漢

名古屋市 G5033 鈴木香鵬 愛知県矢車の花 朋子 仮

名古屋市 N1019 田中光穂 岐阜県秋の初風 俊子 仮

名古屋市 N3044 磯貝弘子 愛知県烝烝之至孝 篆

名古屋市 N8 柘　英峰 愛知県杜甫詩 英樹 漢

名古屋市 N167 中野玉英 愛知県書譜之一節也 尚子 漢

名古屋市 S1138 塩川千桜 愛知県春の花 いずみ 仮

名古屋市 G1101 成田尚子 愛知県夜もすがら 仮

名古屋市 G5038 水野佑華 愛知県西行の歌より 優子 仮

名古屋市 G5062 若杉美香 愛知県夕焼の空 仮

名古屋市 G5027 板倉恵子 愛知県恋歌　古今和歌集より 仮

名古屋市 G1085 小野田景月 愛知県綾藺笠 陽子 仮

名古屋市 M1070 加藤こづみ 福岡県月おもしろし 仮

名古屋市 素1089 衣川彰人 愛知県夏の月 仮

名古屋市 Ｉ262 久米雪葉 愛知県春雨 雪絵 漢

名古屋市 G2122 清木美智子 愛知県子規の歌と句 調

名古屋市 G1106 橋本富子 福井県良寛のうた 仮

名古屋市 N70 長谷川緑光 愛知県杜審言詩 光平 漢

名古屋市 G1084 三橋紅月 愛知県恋 加夜子 仮

名古屋市 M1080 村瀬季舟 愛知県実朝のうた むつみ 仮

名古屋市 N2005 岩田緑汀 福井県葛城の神 緑 調

名古屋市 G5041 水野峯翠 愛知県小倉百人一首 厚子 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

名古屋市 N19 梶山盛涛 愛知県陸務觀詩 重三 漢

名古屋市 N10 山際雲峰 愛知県傅咸詩 清治 漢

名古屋市 N13 横井宏軒 静岡県鮑照詩 宏治 漢

岡崎市 N65 磯谷凄聴 愛知県王漁洋詩 寧 漢

岡崎市 S800 今田昌宏 愛知県事随心 漢

一宮市 G1089 今枝節峰 愛知県うかりける 節子 仮

一宮市 S2002 村田光柊 愛知県陸放翁の詩 眞弓 調

瀬戸市 G5030 片岡秋華 愛知県更級日記（四） 喜美子 仮

瀬戸市 G1096 山口晶子 愛知県一目見し 仮

半田市 N3001 田中修文 愛知県聽則聾 暎三 篆

春日井市 G5046 石黒直子 愛知県新古今和歌集抄 仮

春日井市 K1208 西尾雅子 愛知県山のはに 仮

春日井市 S1188 林　麻子 愛知県心の思い 仮

津島市 玄1 松下英風 愛知県萬葉集二種 英司 漢

碧南市 R213 伊藤草華 愛知県王漁洋詩 正子 漢

碧南市 N76 齋藤禹月 愛知県頼山陽詩 勝實 漢

刈谷市 G1103 小野田美晴 愛知県あひみての 仮

刈谷市 N14 神谷緑泉 愛知県蘇武の詩 緑 漢

刈谷市 H2024 金　智香子 愛知県夏の夜半 調

刈谷市 N12 丹羽春蘭 愛知県呉蘭雪の詩 まゆみ 漢

刈谷市 素1096 村瀬俊彦 愛知県春花 仮

豊田市 N35 深谷恵庭 愛知県郭武詩 梨恵 漢

豊田市 M1089 藤原郁代 愛知県はつ春の 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

安城市 G5028 伊吹代美 岐阜県巻子本　貫之集 ヨミ子 仮

安城市 N3113 香月久遠 愛知県歸眞反璞 恵里 篆

安城市 ヒ72 洞　英翠 福岡県高青邱詩 英子 漢

江南市 N2006 大池青岑 愛知県萩原朔太郎の詩　虎よ
り

茂樹 調

稲沢市 N50 鷲野紫篁 愛知県蘇東坡詩 ひとみ 漢

東海市 Ｉ97 片山清洲 愛知県梅花 健児 漢

東海市 Ｉ75 坂　九瑢 愛知県昆陽 錠子 漢

知多市 Ｉ18 大木青嵐 愛知県垓城 弘美 漢

知多市 Ｉ157 戸田青楓 愛知県菜根譚 恭子 漢

知多市 Ｉ166 細川柳舫 愛知県涼雨 京子 漢

知立市 G1102 永井友理 愛知県よのなかに 仮

岩倉市 み3025 井上貴文 愛知県天有顕道 篆

日進市 N17 上小倉積山 北海道李白詩 一志 漢

日進市 G5034 髙木紅舟 愛知県もみぢ葉 治惠 仮

日進市 N20 寺尾桑林 愛知県朱大啓詩 荘平 漢

長久手市 G1083 清水春蘭 兵庫県雪月花 惠美子 仮

長久手市 原1051 塚田俊可 愛知県梓の弓 かの子 仮

海部郡蟹江町 N23 黒川虚宇 愛知県孤園寺　髙啓 勝好 漢

三重県 10( )

津市 N39 谷　鴻風 三重県送崔融 宏之 漢

四日市市 G5026 荒木敬子 三重県夕凪 仮

四日市市 G1111 稲垣流美子 三重県三十六歌仙の歌 仮

四日市市 G1082 山本雅月 愛知県春霞 のり子 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

伊勢市 B1055 大島竹華 奈良県万葉歌　二首 維久子 仮

松阪市 N11 佐久美泉涯 新潟県論書絶句 昭夫 漢

桑名市 G1109 大嶋由美子 三重県山里に 仮

桑名市 N47 松田雅風 三重県王漁洋詩 祐佳 漢

鈴鹿市 N144 樋口鈴峰 三重県韋應物詩 亀久男 漢

鈴鹿市 N32 渡邉香蘭 三重県劉崧詩 由里 漢

滋賀県 7( )

大津市 A19 疋田惜陰 滋賀県醉花陰 雅夫 漢

大津市 G112 山本南竹 滋賀県趙介詩 清一 漢

彦根市 Ｉ20 安田祥園 滋賀県杜甫詩 祥代 漢

長浜市 I1005 原　美栄子 滋賀県春の色 仮

草津市 Ｉ265 今居青桃 京都府天寒自愛 潤子 漢

甲賀市 Ｉ257 雲山一弦 滋賀県紅蘭詩 和良 漢

甲賀市 Ｉ264 長谷川暢宇 滋賀県王維詩 望 漢

京都府 58( )

京都市 K1143 一坂富子 京都府くれかかる 仮

京都市 Ｉ164 次石帆志 島根県所愧 漢

京都市 Ｉ1 足立光嶽 京都府風 篤史 漢

京都市 K1223 雨宮敦子 京都府ふじの山 仮

京都市 K1159 竹岡紗和子 京都府夕立 仮

京都市 Ｉ77 谷口信乃 広島県平等 漢

京都市 Ｉ228 藤原光代 京都府奥津白玉 漢

京都市 Ｉ120 阿座上　将 広島県翰墨 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 K1141 石塚和子 京都府すももの花 仮

京都市 素1198 伊藤眞理子 熊本県万葉の四季 仮

京都市 K1146 大橋智子 京都府梅の花 仮

京都市 Ｉ105 岡地涼寧 愛知県優好 松男 漢

京都市 K1180 髙折光江 京都府四季 仮

京都市 Ｉ33 中嶋賞華 京都府山泉煎茶 直子 漢

京都市 K1163 日比野由佳 京都府桃の花 仮

京都市 Ｉ52 重村亜紀子 京都府春 漢

京都市 Ｉ331 長﨑　亮 長野県初晴 漢

京都市 K1120 中村鈴子 京都府月の光 仮

京都市 Ｉ129 舟引遥香 兵庫県聲 漢

京都市 I2026 永田誠巌 京都府あなたがそばに 雄義 調

京都市 R343 若林采嬌 大阪府村行 フサ子 漢

京都市 G1467 佐々木真美 兵庫県四季 仮

京都市 Ｉ286 中川郁香 京都府許相卿詩 郁 漢

京都市 Ｉ281 菅野禎心 京都府彩霞 裕子 漢

京都市 Ｉ57 篁　聖心 富山県秋日 漢

京都市 Ｉ153 田中朴濤 福岡県風光 勝茂 漢

京都市 K1190 梅田睦美 長野県うぐひすの声 仮

京都市 K1185 谷口久仁栄 京都府百人一首 仮

京都市 K1150 時田祐子 富山県しほさゐに 仮

京都市 Ｉ9 冨永青群 大阪府劉崧詩 純示 漢

京都市 I2017 中岡志織 京都府毛越寺 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

京都市 Ｉ385 古川彩苑 京都府憩う 則子 漢

京都市 K1179 松田弘子 京都府八十宇治川 仮

京都市 G1913 子安尊喜 石川県恋煩い 仮

京都市 I2010 芝田雍子 京都府「力としての文化」を
読んで

容子 調

京都市 G2102 神保峯子 愛知県當麻寺、中将姫伝説 調

京都市 I2020 荒木久麗 大阪府鼓いだけば 久美子 調

京都市 K1187 林　裕子 京都府いづくにか 仮

京都市 I1001 万殿紳水 岡山県月 信昭 仮

福知山市 み3069 岩滝直子 京都府優柔沖遠 篆

宇治市 Ｉ161 大原蒼龍 福岡県瑟韻 康弘 漢

宇治市 Ｉ177 鈴木祥光 新潟県良寛詩 祐子 漢

宇治市 K1118 調子久美子 京都府はる 仮

宇治市 Ｉ369 西荒井宏林 滋賀県近江の萬葉歌 榮子 漢

宇治市 Ｉ193 福本朱凰 京都府花溪 梢 漢

宇治市 Ｉ289 松丸濤山 福岡県起筆 智裕 漢

亀岡市 G1879 竹内豊香 京都府なでしこ 豊子 仮

亀岡市 Ｉ217 東海美風 京都府萬葉歌 みゆき 漢

亀岡市 K8 水江風海 京都府菜根譚39 好伸 漢

城陽市 K1196 鈴田白苑 京都府奈良山 節美 仮

城陽市 Ｉ226 山本皓琳 京都府杜甫詩 瑩子 漢

向日市 端3006 小　朴圃 広島県寶墨含風 小早川修
治

篆

向日市 G1921 中山すなお 京都府秋から春へ（継色紙の
世界）

仮

長岡京市 Ｉ375 小林佳嶂 滋賀県峡口逢陳幼孺 捷子 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

八幡市 R2035 大隅翆苑 大阪府茶室の美 久美子 調

京田辺市 R373 加藤欄遂 京都府杜甫詩 津夜子 漢

京丹後市 I1009 武智克彦 大阪府山水 仮

木津川市 素1022 田中翠鳳 三重県くもり日の 典子 仮

大阪府 56( )

大阪市 K1132 浅野美津代 大阪府八重桜 仮

大阪市 Ｉ305 西尾利香 大阪府鐵 松木利香 漢

大阪市 G31 福　桃苑 大阪府游山 上野由布 漢

大阪市 Ｉ107 和田鳳仙 大阪府石湖詩 松本勝美 漢

大阪市 O3019 井後雅堂 大阪府革故鼎新 雅之 篆

大阪市 R2036 大崎雨萩 大阪府虞美人草より 眞子 調

大阪市 C139 小田大拙 大阪府杜甫詩 淳史 漢

大阪市 C140 小田鳳岳 大阪府王維詩 一輝 漢

大阪市 原1144 山本方園 大阪府和歌二首 廣子 仮

大阪市 G1241 伊地知紀子 兵庫県身をつくし 仮

大阪市 C107 城市魁岳 大阪府鐵甕城を望む 悦美 漢

大阪市 R3001 中村葉舟 大阪府習相遠也 登美子 篆

大阪市 G47 浅岡弘風 大阪府秋 弘明 漢

大阪市 R310 安田東鶴 大阪府夜起 英俊 漢

大阪市 K1095 秋山英津子 大阪府ふるさと 仮

堺市 M2011 原田由岑 大阪府画禅室随筆　第一巻　
第十一則を

佐智子 調

堺市 G1598 長田尚子 大阪府恋ごころ 仮

岸和田市 R458 藤原耿山 大阪府高啓（高靑邱）詩 
「隔簾聞歌」「江上漫
成」他

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 R1004 谷迫裕香 大阪府千鳥 須美子 仮

豊中市 G1918 出谷久美子 広島県瀧の音 仮

豊中市 G1483 橋本小琴 兵庫県秋 二三 仮

豊中市 Y2020 藤澤珠玉 香川県能 啓子 調

池田市 G1943 中　香翔 兵庫県霞 一恵 仮

吹田市 R2065 長野朋子 大阪府吉田一穂の詩 調

吹田市 G2108 中村文美 広島県池畔逍遥 阪野文美 調

吹田市 G32 福元清蘭 大阪府動 沙也佳 漢

泉大津市 R2026 横田玲心 大阪府啄木のうた 慶祐 調

高槻市 R2141 石田朴洞 大阪府象 智 調

高槻市 原1327 久保礼子 大阪府わがこひは 仮

守口市 K1098 大山麗泉 大阪府夏山を 麗子 仮

守口市 C62 志太耕禄 大阪府李賀詩「将進酒」 進 漢

守口市 Ｉ377 佃　昇龍 大阪府友愛 義清 漢

守口市 Ｉ85 森田悠華 兵庫県煬帝の行宮 依子 漢

枚方市 G302 植森克昌 大阪府宗之問詩 漢

枚方市 K1123 内山光子 兵庫県草の花 仮

枚方市 R2033 篠田聴泉 大阪府万葉歌 勲 調

枚方市 N158 曽我部昌甫 大阪府陶淵明詩一節 昌子 漢

茨木市 S1203 吉田昌美 大阪府山ざと 仮

泉佐野市 S882 髙橋亀石 和歌山県李白詩 文代 漢

河内長野市 原1012 清野衣舟 兵庫県春たてば 由紀子 仮

河内長野市 M2008 清水蘭雪 大阪府杉雨文集呉昌碩論の抄 純子 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

河内長野市 R1001 辰林法子 大阪府秋 仮

和泉市 K1013 西川由紀子 大阪府四季の詩 仮

柏原市 R2 川﨑大開 三重県藤森天山詩 徳美 漢

柏原市 R125 平見緑霞 大阪府王直詩 郁子 漢

羽曳野市 K1158 芝池貴子 大阪府花 仮

羽曳野市 R234 白樫春曄 和歌山県崔道融詩 牧子 漢

東大阪市 素1005 奥田玲子 大阪府ももしきの 仮

東大阪市 M71 尾崎司邑 大阪府守仁詩 康司 漢

東大阪市 R478 頭師青雲 大阪府呉筠詩 徹 漢

東大阪市 O3014 古野燕安 大阪府樂以忘憂 英子 篆

泉南市 I1014 上林由季 大阪府春の雨 仮

四條畷市 素1117 田中由美子 兵庫県今よりは 仮

交野市 M1049 三橋華園 福井県やまふかみ 好子 仮

大阪狭山市 Ｉ25 藤井草香 広島県題謝廷循山水 由美子 漢

泉南郡熊取町 S41 吉村清志 福井県「山石」韓愈詩 漢

兵庫県 85( )

神戸市 G1892 青木理子 兵庫県秋萩 仮

神戸市 素1197 金井千桂 兵庫県旅 恵子 仮

神戸市 素1203 河野澄子 静岡県月冴ゆ 仮

神戸市 素1208 田頭町子 大阪府清き月夜 仮

神戸市 素1215 堀松惠子 京都府四季彩々 仮

神戸市 素1019 鹿嶽洋苑 兵庫県古今和歌集　恋歌より 洋子 仮

神戸市 H3002 古溝幽畦 兵庫県老子の語 茂 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

神戸市 素1218 森　庸子 兵庫県あまさかる 仮

神戸市 素1020 関浜恵香 兵庫県ふしみにて 恵子 仮

神戸市 G5133 林　陽子 兵庫県いさり火 仮

神戸市 原1366 薄木水雲 兵庫県万葉秀歌 敏弘 仮

神戸市 素1103 遠周宏員 兵庫県軒端の梅 宏員 仮

神戸市 素1064 平岡貴子 兵庫県のぞみ 仮

神戸市 素1255 枝光鮎子 兵庫県万葉集 仮

神戸市 H3016 黒田玉洲 兵庫県画脂鏤氷 敦士 篆

神戸市 素1123 中右万佐代 兵庫県梅の花 仮

神戸市 H2035 益子知佳子 兵庫県木星の空 調

神戸市 R346 遠藤玄清 大阪府呉蘭雪詩 多余子 漢

神戸市 G1234 難波美艸 兵庫県西行のうた 美智子 仮

神戸市 M75 福島松韻 佐賀県蘇東坡詩四首 安典 漢

神戸市 Ｉ374 芝原　遥 兵庫県深意 漢

神戸市 R340 西本聖雲 兵庫県李白・清平調詞 其の
一・二・三

憲司 漢

神戸市 R369 野田岳豊 兵庫県李賀詩 佳伸 漢

神戸市 H1004 岡田文子 兵庫県荻の葉 仮

神戸市 素1107 黒坂織惠 兵庫県明日香川 仮

神戸市 R2164 米谷暎葩 大阪府雁 智惠子 調

姫路市 素1222 阿部梨雪 兵庫県春日野は 希 仮

姫路市 H2 荒木拓洋 石川県「感遇」張九齢詩 英一 漢

姫路市 G1038 岩崎祐子 兵庫県はるのうた 仮

姫路市 H80 北田翠芳 岩手県李白詩 橋本聡美 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

姫路市 S11 香西雨華 岡山県張子房詩 純兒 漢

姫路市 G1259 小林香雪 兵庫県君 かおる 仮

姫路市 G5002 杉本由美 兵庫県梅の花 仮

姫路市 G1515 高階友子 京都府霞たなびく 仮

姫路市 G2103 田町直美 兵庫県黄昏 調

姫路市 G2104 妻木まち子 兵庫県生きること 調

姫路市 G1263 西川華扇 兵庫県さくら 美穂 仮

姫路市 G1925 藤原あゆみ 兵庫県蓮葉の 仮

姫路市 R2130 松浦青娥 大阪府銀河鉄道の夜より 新井弘子 調

姫路市 G1929 松本敏子 兵庫県吹く風を 仮

尼崎市 R314 岡西光剡 兵庫県蘇軾詩 聡 漢

尼崎市 R450 西川翠徳 兵庫県許渾詩三首 謙治 漢

尼崎市 G1926 舟瀬純子 兵庫県雪 仮

明石市 素1221 田中俊子 兵庫県霧ヶ峰 前田俊子 仮

明石市 素1030 村上松月 兵庫県四季のうた つや子 仮

西宮市 素1100 阿部泰秀 兵庫県梅の花 仮

西宮市 R210 池永碧涛 和歌山県塞姑詩 大一郎 漢

西宮市 O3026 井谷五雲 大阪府拙腕劣陋 憲一 篆

西宮市 G1507 尾﨑　幸 兵庫県宇智の野に 大谷幸 仮

西宮市 素1104 親里葉月 兵庫県秋の野 啓子 仮

西宮市 G1911 熊原麻里子 鳥取県神の月 小島麻里
子

仮

西宮市 K1170 小八木紅瑛 大阪府新古今和歌集 利子 仮

西宮市 Ｉ363 塩野蒼雲 静岡県偶桓詩 総江 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

西宮市 H1018 丹保穂乃香 滋賀県白雪 仮

西宮市 原1196 中原朱穂 和歌山県ももしきや 慶子 仮

西宮市 素1139 安信　緑 岡山県秋 仮

洲本市 G1936 横井加織 兵庫県いつしかも 仮

洲本市 R319 横手希翔 兵庫県得家書 かほみ 漢

芦屋市 K1160 大城奈保子 兵庫県夏 仮

豊岡市 Ｉ209 岸本聖城 兵庫県仰音七古之 英之 漢

豊岡市 原1063 坪内翠楓 兵庫県高円の 眞由美 仮

豊岡市 C2023 西村鶏洲 兵庫県白鳥省吾「城の崎温泉
の蟹鍋」より

政夫 調

加古川市 G1900 大西美鈴 兵庫県朝ぼらけ 仮

加古川市 Ｉ111 小西蘭香 兵庫県錢起詩 十四首 悦子 漢

加古川市 R2154 堺　芳春 兵庫県述書賦 一節・口語訳 由紀子 調

加古川市 素1240 渋谷翆園 兵庫県春の野 裕美 仮

加古川市 R312 菅野東紅 兵庫県蘇軾詩 純子 漢

加古川市 H43 松尾美舟 兵庫県杜甫詩六首 径子 漢

赤穂市 G2101 清水まみ 兵庫県ひさかたの 調

宝塚市 R2062 佐野暁翠 兵庫県國木田獨歩の文 洋子 調

宝塚市 Ｉ215 滝内麗香 大阪府榮敗 かおり 漢

宝塚市 H2033 藤下光世 兵庫県白鷺 調

三木市 G1912 河野多美子 兵庫県なつかしき 仮

川西市 R2034 位田惠彬 大阪府竹内勝太郎の詩 惠彬 調

小野市 素1043 赤松玉波 兵庫県海照す みづき 仮

三田市 素1230 細谷暢香 兵庫県春咲く花 真由美 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

加西市 G1501 前田和美 兵庫県鶯 仮

丹波篠山市 G1270 坂部泰子 兵庫県ゆめ 仮

南あわじ市 Ｉ113 坂東恵風 兵庫県杜甫詩 恵 漢

淡路市 R318 矢野寿仙 兵庫県髙青邱詩 寿子 漢

宍粟市 G1265 古谷好啓 兵庫県あしびきの山 仮

宍粟市 G1256 牧野聖雲 兵庫県一木桜 覚 仮

加東市 R214 大久保葵香 兵庫県王維詩 三代子 漢

たつの市 G5001 島津みゆき 兵庫県朝霜 仮

たつの市 G5024 横山小軒 兵庫県秋風 ひとみ 仮

奈良県 36( )

奈良市 K1091 植林山華 奈良県春日山 恭子 仮

奈良市 K2003 岡　典子 奈良県女郎花 調

奈良市 O3002 喜多芳邑 奈良県夙興夜寝 徹 篆

奈良市 G5212 北山翆心 大阪府ほたる 聡佳 仮

奈良市 N128 北山転石 大阪府屈大均詩句 薫 漢

奈良市 G264 木原研石 奈良県白楽天詩 佳雄 漢

奈良市 N157 栗原白鳳 大阪府韓愈詩一節 早苗 漢

奈良市 R353 小山芙麗 福岡県雪 嘉代子 漢

奈良市 G24 ダリア花影 ロシア雁門 ウィノグ
ラ－ドワ
　ダリア

漢

奈良市 R311 西尾湍笋 山口県李賀詩三首 早知子 漢

奈良市 Ｉ321 仁科惠椒 高知県蕭颯 容子 漢

奈良市 N155 前田桂風 奈良県王安石詩一節 伸尚 漢

奈良市 G1276 三橋永青 奈良県花を待つ 登紀子 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

奈良市 G98 村上尚哉 北海道螢飛 漢

奈良市 C26 安原山遥 大阪府陸游句 勝二 漢

天理市 N134 乙木初代 奈良県李商隠詩二首 漢

天理市 K1005 川代久美子 奈良県春日野の 仮

天理市 K1006 川代健次郎 奈良県万葉の歌 仮

天理市 N3040 坂本由朗 奈良県觀玄虚 篆

橿原市 G1001 大嶋峰道 奈良県奈良の都 哲雄 仮

橿原市 K1089 森川史実代 奈良県万葉の歌 仮

桜井市 C172 土家利之 奈良県漢詩 利之 漢

桜井市 R372 中野壽照 奈良県李白詩 寿昭 漢

桜井市 N115 中村象谷 奈良県杜甫詩 重勝 漢

桜井市 N161 中村倫子 奈良県柳宗元詩 漢

生駒市 R266 髙見廣流 熊本県鳳樓の鐘 広宣 漢

生駒市 R407 平樂大龕 滋賀県髙青邱詩 幹雄 漢

生駒市 I2002 諸岡恭子 奈良県芭蕉布 調

香芝市 Ｉ73 石井孤有 奈良県比叡山 康夫 漢

香芝市 S1111 奥村貴美子 奈良県かはづ 仮

葛城市 Ｉ137 有宗蘭園 岡山県万葉集 和柄 漢

宇陀市 K1001 池田幸子 奈良県采女の 仮

宇陀市 K1090 森川幸恵 奈良県五月雨の 仮

磯城郡田原本町 N133 井尚久 奈良県高青邱詩 漢

北葛城郡王寺町 G301 清原孝子 奈良県李賀詩 漢

吉野郡大淀町 K1012 中出佳世子 奈良県わが宿の 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

和歌山県 14( )

和歌山市 原1003 池田一華 和歌山県時 理恵子 仮

和歌山市 原1221 小林明香 和歌山県花 庄子 仮

和歌山市 原1105 小山華溪 和歌山県み吉野 みよ子 仮

和歌山市 O3033 関　踏青 大阪府四海承風 佐苗 篆

和歌山市 原1347 西本紫舟 和歌山県いにしへの 幸子 仮

和歌山市 原1432 松倉映舟 和歌山県古今和歌集抄 純子 仮

和歌山市 O64 南方玉瀾 京都府暑雨後坐月 孝子 漢

和歌山市 原1237 百溪陽舟 和歌山県おのづから 由利子 仮

有田市 O71 森　鵬雲 和歌山県飛鴻 勝博 漢

田辺市 R2127 山本二蓬 和歌山県義經記 昌子 調

紀の川市 原1346 永井智舟 和歌山県はなのいろは 智世 仮

紀の川市 O3034 松本雅至 大阪府應機立斷 篆

紀の川市 原1357 南　雅仙 和歌山県紀の国　万葉歌 雅子 仮

岩出市 R422 川﨑大幹 和歌山県高青邱之詩三首 義典 漢

鳥取県 1( )

鳥取市 原1216 井上聖子 鳥取県袖ひちて 仮

岡山県 29( )

岡山市 G1953 小野玲華 岡山県秋風の 玲子 仮

岡山市 原1400 草野曽舟 岡山県よの中に 哲郎 仮

岡山市 G1026 太宰蒼月 岡山県花の香を 智子 仮

岡山市 Ｉ145 筈井　淳 兵庫県懐寛 淳 漢

岡山市 原1429 文屋雅子 岡山県待つひとに 仮

岡山市 G5083 三宅鏡華 岡山県萌黄立つ 優子 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

岡山市 G2134 越智多圭子 岡山県雁 調

岡山市 G2133 太田春雲 岡山県椎の花 里美 調

岡山市 G1048 大西昇玉 岡山県柴舟の歌 貴子 仮

岡山市 G2110 寺谷和子 岡山県一輪の花 調

岡山市 Y141 松嶋碧山 岡山県天聲 孝則 漢

岡山市 G1380 中池竺舟 石川県比庵の歌 克直 仮

岡山市 Ｉ201 山本一舟 岡山県氣 重治 漢

倉敷市 Ｉ401 板持圭穂 岡山県雍陶詩 裕子 漢

倉敷市 G1056 大森湖仙 岡山県おぼろ夜の 恭子 仮

倉敷市 G1025 岡本雅月 岡山県花のちる いくみ 仮

倉敷市 G1032 小橋敬月 岡山県さきそめし 敬子 仮

倉敷市 G1031 小原忠士 岡山県秋の月 仮

倉敷市 G1065 島田香雨 岡山県つゆならぬ 知津子 仮

倉敷市 Ｉ12 濟川青漣 岡山県真心 美惠 漢

倉敷市 Ｉ244 竹内抱雲 岡山県黄爛 裕起子 漢

倉敷市 G5199 三宅教之 岡山県白萩の花 仮

津山市 Ｉ19 末澤蘭溪 岡山県舞 竹内照美 漢

笠岡市 G1968 光枝旭翠 岡山県幾年 信子 仮

井原市 G1316 斎藤硯月 広島県あしひきの 道子 仮

井原市 G1365 橋本光枝 岡山県山風 仮

総社市 G1023 服部晴翠 岡山県秋の野に 仁美 仮

浅口市 Ｉ181 坂本棪舟 岡山県微酔 恭一 漢

英田郡西粟倉村 Ｉ320 井辺錦舟 岡山県秋の気配 紀子 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

広島県 33( )

広島市 G1190 青砥相蓉 広島県小倉百人一首より女性
歌を

文子 仮

広島市 G5098 大槻千穂 広島県古今和歌集 仮

広島市 S461 林　琴鳳 香川県馴擾 千津子 漢

広島市 G5085 植野雅子 広島県秋風の 仮

広島市 G1610 桧垣伸子 広島県磨墨 仮

広島市 G2106 三須紀子 広島県初夢 調

広島市 G1036 河府悠美子 広島県秋きぬと 仮

広島市 G1034 髙曲友紀 広島県さ夜中と 林　友紀 仮

広島市 G5112 山肩真智子 広島県風か立つらん 仮

広島市 G1895 上田順子 広島県かさねても 仮

広島市 G2135 梅田裕子 広島県わが庭にて 調

広島市 素1252 成本順子 兵庫県しらかばの 仮

広島市 G1327 新居新月 広島県想い 明子 仮

広島市 G1072 元木香鶴 福岡県古今和歌集抄　夏・秋 香奈子 仮

広島市 原1202 藤原美舟 広島県温故挑戦 登美子 仮

広島市 G1028 建林佐智子 岡山県山ざくら 仮

呉市 G1328 岡島絹子 広島県沙羅 仮

呉市 G17 清水皓風 広島県星臨 紀子 漢

呉市 G2033 田中秋恵 広島県与謝野晶子歌 敬子 調

呉市 G2137 福本恭子 広島県柿本人麿のうた 調

呉市 G34 松岡媛風 広島県照耀 相本寿美
子

漢

呉市 素1246 松本美穂 広島県富士の嶺 美穂子 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

呉市 素1128 水野上伸枝 広島県おぐらやま 仮

呉市 G2139 山上庸子 広島県青き秋空 調

尾道市 原1281 林原松舟 広島県有明の月 瑞穂 仮

尾道市 Y1190 山田浩子 広島県月の光 高橋浩子 仮

福山市 G11 河相霞陽 広島県黄州の客 佳代 漢

福山市 原1338 田頭芳紀 広島県春 仮

福山市 原1034 中室舟水 広島県鎌倉殿の和歌 明 仮

東広島市 G2025 金谷雷聲 広島県星屑 豊 調

東広島市 G1233 増山聖仙 山口県大伴坂上郎女 恵子 仮

安芸高田市 G1060 大江節子 広島県夕されば 仮

安芸郡坂町 G5111 湯之上尚枝 広島県春霞 仮

山口県 6( )

下関市 G1611 目　純子 山口県森の木下で 仮

宇部市 S310 村上竹芳 山口県白楽天詩 正子 漢

岩国市 G5086 岡村翠苑 山口県小倉百人一首 道子 仮

岩国市 G2008 藤原一椛 山口県牧水のうた 航佑 調

岩国市 G1329 山本一遊 山口県春日野の 幸 仮

岩国市 G2003 山本一芯 山口県木のうた 伸 調

徳島県 19( )

徳島市 H78 伊丹東龍 徳島県杜甫詩 通公 漢

徳島市 G1124 井上景玄 徳島県澄む月に 彰夫 仮

徳島市 S1183 坂本杉香 兵庫県秋風 敬子 仮

徳島市 G1916 田ノ岡大雄 和歌山県秋桜 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

徳島市 H90 辻　紅雲 徳島県羅隠詩 尚子 漢

徳島市 原1277 中尾勝子 長崎県新古今和歌集の歌 仮

徳島市 G1128 廣瀬蕙花 徳島県待ちつけて 久代 仮

徳島市 G1123 森　光翔 徳島県古今和歌集抄 裕美子 仮

徳島市 み3061 森上象玉 熊本県魏志語二種 由比子 篆

徳島市 S9 森上洋光 熊本県徐州 洋光 漢

徳島市 S833 米澤東籬 徳島県李義山詩 司子 漢

徳島市 み3006 渡邉星舫 鹿児島県論衡語二種 周一 篆

鳴門市 G1132 井上虹雨 徳島県ふるとしに まり 仮

小松島市 G1133 宮守崇流 徳島県久方 とみ 仮

阿南市 R240 田村元帥 徳島県張子容詩 漢

阿波市 G2099 糀　真理子 愛知県夏雲 一乗真理
子

調

板野郡松茂町 S1184 村田瑞朋 徳島県月影 登志子 仮

板野郡北島町 G1904 加村喜美子 徳島県天の香具山 仮

板野郡藍住町 G5115 亀石文苑 徳島県秋の初風 二三 仮

香川県 19( )

高松市 O1 飯尾三寶 香川県蘇東坡詩十二首 美保 漢

高松市 端3120 大原　誠 香川県得歳逢時 邦祥 篆

高松市 R423 川田紅溪 香川県杜牧詩 弘子 漢

高松市 B3002 小西斗虹 広島県鈍刀不截骨 憲一 篆

高松市 素1055 西川玲子 香川県山家集の歌を 仮

高松市 G2105 東原憲子 香川県春がすみ 調

丸亀市 S555 島田香岫 香川県村居 孝司 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

丸亀市 I2009 曽根泰代 香川県春秋 調

丸亀市 G5166 筒井麗子 香川県珠操刈る 仮

丸亀市 素1035 廣田蓬邨 香川県憂愁 茂昭 仮

丸亀市 G5144 眞鍋憲二 愛媛県暁の時鳥 仮

観音寺市 G5172 中野香扇 香川県あらたまの ゆかり 仮

さぬき市 R2128 松下暉霄 香川県北原白秋の詩 美代子 調

三豊市 S588 原　青丘 香川県李白詩 潤子 漢

三豊市 G5210 森本朝子 香川県白波 仮

小豆郡土庄町 G1937 四橋温子 香川県もの思ふころ（百人一
首より）

仮

綾歌郡宇多津町 G171 直井深翠 広島県王漁洋詩 陽子 漢

仲多度郡琴平町 素1032 原　多詠子 香川県雪げしき 仮

仲多度郡多度津町 G5153 山本惠美子 香川県萩芒 仮

愛媛県 5( )

松山市 S164 佐藤星颿 愛知県陵游七言絶句詩十一首 啓子 漢

松山市 S248 渡部英子 愛媛県蘇軾詩 漢

西条市 S177 佐伯翠葩 愛媛県常建詩 ひとみ 漢

越智郡上島町 原1043 南　保子 愛媛県おろかなる 仮

越智郡上島町 原2008 山尾一観 愛媛県澤邊より 徳雄 調

高知県 2( )

高知市 G2107 玉井朝子 高知県源氏物語須磨の秋の一
節

調

南国市 G1935 山本智子 高知県百人一首より 仮

福岡県 43( )

北九州市 Z3012 中島繍苑 福岡県直掛雲帆濟滄海 啓子 篆

北九州市 N97 大塚婉嬢 福岡県元稹詩 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

北九州市 み3018 鵤　靁轟 福岡県荘子語等 聖治 篆

北九州市 F2190 坂元紫香 長崎県希望 麻子 調

北九州市 Z3 長沼龍雲 福岡県春聲 孝昌 漢

福岡市 F3016 音在閑珠 福岡県淨地迷人 孝子 篆

福岡市 Z20 柴田白鳳 福岡県李昌祺詩 幸 漢

福岡市 Z1029 髙丘玲水 福岡県想い 玲子 仮

福岡市 Z28 船津香蘭 福岡県万葉歌 綾乃 漢

福岡市 Z32 光瀬松團 福岡県蘇頲詩 千騎 漢

福岡市 Z5 八尋漱玉 福岡県自然 真一 漢

福岡市 S1164 松石明子 福岡県恋 仮

福岡市 Z2007 山﨑中道 福岡県夜明け前 正敏 調

福岡市 F34 江越初華 福岡県孔雀東南飛 はつえ 漢

福岡市 R251 野中朱石 佐賀県常建詩 日出昭 漢

福岡市 Z2002 渡邉恵風 福岡県癒 智恵子 調

福岡市 Z23 田中華月 福岡県臨洞庭 なおみ 漢

福岡市 Z31 三上誠壱 福岡県華清宮 意織 漢

福岡市 Z4 森田草藍 福岡県闘鶏 啓司 漢

福岡市 み3017 西山鐡廬 鹿児島県王元之語等 亮一 篆

福岡市 Z26 藤　陽山 福岡県春華 陽介 漢

福岡市 Z7 髙橋雅風 福岡県萬葉歌 悦子 漢

福岡市 Z15 上原寒海 福岡県王漁洋詩 功敬 漢

福岡市 Z8 福井佑香 福岡県黄葉 佑子 漢

福岡市 Z29 松田姪道 福岡県愛 航太 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

久留米市 S419 隆藤俊海 福岡県晩渡白馬湖 漢

久留米市 G5092 堤　裕子 福岡県青のかがやき 仮

久留米市 Y1119 中川勝詔 佐賀県雪のこる 仮

久留米市 Z10 東　春海 福岡県李白詩 漢

飯塚市 Z3016 矢野萊山 宮崎県方正潔白 弘文 篆

小郡市 S417 鹿児島玉楓 福岡県蘇軾詩 光子 漢

宗像市 Z2008 加藤夕雅 福岡県故郷 裕理美 調

宗像市 素1189 金子柳水 福岡県悟り 洋子 仮

宗像市 Z2001 萱野春陽 佐賀県命 葉子 調

宗像市 F3035 松本紫羊 鹿児島県随縁騰騰 雅代 篆

太宰府市 F3003 吉田多雅士 福岡県天長地闊 篆

糸島市 S343 薦田徳泉 福岡県千字文 智恵美 漢

那珂川市 素1173 内村明幹 福岡県棚引く天雲 知悦 仮

糟屋郡篠栗町 Z1 松原宏仙 福岡県暁 敏宏 漢

糟屋郡新宮町 Z30 満生憲親 福岡県高青邱詩 漢

糟屋郡篠栗町 Z36 岩隈蓮泉 福岡県麗 教子 漢

糟屋郡粕屋町 S12 古木青翰 鹿児島県呉蘭雪詩 誠彦 漢

三井郡大刀洗町 Z1035 棚町鈴水 福岡県和歌の浦 鈴子 仮

佐賀県 8( )

佐賀市 S80 森山南斗 鹿児島県邵雍詩 健太郎 漢

唐津市 Z1017 江頭菜穂 佐賀県風 菜穂子 仮

伊万里市 S299 池田啓二 佐賀県何景明詩 漢

伊万里市 Z1024 草野煌月 佐賀県松のみどり 京子 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

武雄市 S102 蒲地泰雅 佐賀県于謙詩 功太郎 漢

小城市 S832 松尾海燦 佐賀県杜子美詩句 洋一 漢

神埼市 F1027 大橋永佳 熊本県水穂の歌 優子 仮

神埼市 G2136 志岐敏光 佐賀県船乗りの母 調

長崎県 11( )

長崎市 H79 江副景舟 長崎県朱存理詩 功 漢

長崎市 F1014 松下光子 山口県抒情 仮

長崎市 H101 松永晃水 長崎県易恒詩 晃子 漢

佐世保市 S190 池田梨香 長崎県山田三方詩 房美 漢

佐世保市 H2013 井上華草 福岡県土井晩翠の詩 里美 調

島原市 F1006 井手上香陽 長崎県白梅 久子 仮

諫早市 S1161 大曽南窗 長崎県なでしこ 昭和 仮

諫早市 R360 北村桂香 長崎県鮑恂詩 喜佐子 漢

西彼杵郡長与町 H29 坂本祥楓 長崎県高青邱詩 勝代 漢

西彼杵郡長与町 F1003 寺島邑石 長崎県梅歌 陽 仮

西彼杵郡時津町 F1007 相川優水 長崎県三十六歌仙 優子 仮

熊本県 12( )

熊本市 R2125 秋山千華 熊本県北原白秋詩（部分） 調

熊本市 素1147 井上邦子 熊本県なでしこ 仮

熊本市 Y2007 小栁貞松 熊本県私と小鳥と鈴と 美千代 調

熊本市 Z1048 中村天馨 熊本県稲風 すよ 仮

熊本市 素1169 吉村素子 福岡県うぐひす 仮

熊本市 素1148 池田由利子 熊本県阿蘇 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

熊本市 素1155 大久保倫子 熊本県わが背子 仮

熊本市 S444 吉元綾一 熊本県李賀詩 漢

熊本市 素1149 岩谷香代子 熊本県梅の花 仮

熊本市 Z1005 河田三和子 熊本県色 仮

熊本市 素1168 山内伸子 熊本県いつしかも 仮

阿蘇市 素1150 綾部さよ子 熊本県わがやど 仮

大分県 6( )

大分市 M27 水田鵬雲 大分県蘇東坡詩 展洋 漢

日田市 F3022 笹倉　淳 大分県川渟嶽峙 篆

佐伯市 R375 樋口紫水 大分県陶淵明詩 義行 漢

豊後大野市 G5013 羽田野隆峰 大分県良寛のうた 隆敏 仮

豊後大野市 S445 松本奈菜花 大分県李頎詩 漢

速見郡日出町 R101 山下藍瑤 大分県稲川詩 三首 智湖 漢

宮崎県 8( )

宮崎市 M69 井上峰雪 宮崎県峡口逢陳幼孺 順子 漢

宮崎市 ヒ3 岩切天掃 宮崎県宋之問詩 裕敏 漢

宮崎市 I2037 津島春菜 宮崎県萬葉歌 調

宮崎市 I2034 長友秋菜 宮崎県若山牧水のうた 調

宮崎市 S196 南　裕之 宮崎県呉物榮詩 漢

延岡市 R365 西村玄洋 宮崎県晩秋陪嚴鄭公摩訶池泛
舟

寿洋 漢

日向市 Z1033 立石加志子 熊本県三十六歌仙抄 仮

西臼杵郡五ケ瀬町 I2032 藤高霧島 宮崎県神楽歌 祐太朗 調

鹿児島県 18( )

鹿児島市 G1283 岩永光仙 長崎県清韻 大貴 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

鹿児島市 S2109 大漉恵風 鹿児島県獺祭書屋俳話 志恵子 調

鹿児島市 M9 大坪溪水 鹿児島県奏道然詩 湶 漢

鹿児島市 S813 川畑夢蹟 鹿児島県偶成他十一首 和明 漢

鹿児島市 S817 瀬筒寛之 鹿児島県燕歌行一節 漢

鹿児島市 G2047 添田耕心 鹿児島県牧水の歌 義盛 調

鹿児島市 S818 月野碧秧 鹿児島県柳宗元詩 緑 漢

鹿児島市 S821 中野泉眸 鹿児島県馬戴詩 ひとみ 漢

鹿児島市 Ｉ373 福徳俊爽 鹿児島県繋 亮 漢

鹿児島市 S1060 若松凉子 鹿児島県金槐和歌集抄 仮

鹿屋市 G1136 伊之口鳳洲 鹿児島県秋のうた二首 芳至 仮

鹿屋市 G1931 水口昌紀 鹿児島県八重の潮風 仮

薩摩川内市 S180 東瀬戸桜華 鹿児島県劉長卿詩 日菜子 漢

霧島市 S37 山内紀隆 鹿児島県陶淵明詩 漢

霧島市 S17 山下　修 鹿児島県寒山詩 漢

いちき串木野市 S804 有川蒼風 鹿児島県李嶠詩 賢一 漢

肝属郡東串良町 S2112 松元華舟 鹿児島県良寛の詩 ひろ子 調

熊毛郡屋久島町 S2016 久保南翠 鹿児島県伊良子清白詩 美由紀 調

沖縄県 10( )

那覇市 G180 池宮城南麟 沖縄県支公禪院 秀斗 漢

那覇市 G182 上原梅花 沖縄県寄王汝賓 貴子 漢

那覇市 S529 我部玉萩 三重県蘇東坡詩三首 幸枝 漢

那覇市 S799 幸喜洋人 沖縄県鸞鳳沖霄必假羽翼 漢

那覇市 G194 中村泉抄 沖縄県袁景休詩他 裕美 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

宜野湾市 Z3001 比嘉南牛 沖縄県長樂萬年 良勝 篆

宜野湾市 Y1036 村山穂舟 沖縄県風吹けば 典子 仮

名護市 S513 浦崎康哉 沖縄県望太湖 漢

糸満市 G5072 上原松泉 愛知県百蘭は… 幸子 仮

島尻郡南風原町 G195 西蔵盛耕石 沖縄県江上雑詠 漢


