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国際大賞 漢字部門 大竹

すい よう
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こ

秀
▼漢字部門▲

作
燕、渡邊幹山

苑、中井美哉、中西啓子、星

浅野徳子、手代木き
【静岡県】
伊藤峰子、鈴木啓芳 【宮城県】

【千葉県】
重城佳春、渡淳子

穂

蘭

【青森県】
小笠原玉玲、中村玉

子、山本龍子

志賀可奈子
【神奈川県】
高瀬幹子、林由紀 【神奈川県】

子、渡辺樹傑

【京都府】
中村水虹

【富山県】
吉田松華

廣浦九淙

【大阪府】
小田英子、
谷川良子、

【京都府】
竹内慧茜

【東京都】
小柳幸子

松下かおる、松永真実、松本
川蓮峰、三津谷路憧

よ子

恭、三島志穂、森由美
【神奈川県】
池野香舟、黒田行 【兵庫県】
中野璣恵

鈴木久江、野田弘美

五十嵐千鶴子
子、佐々木治子、杉原弘子、 【山形県】

墨、桜井峰心、笹屋誓月、平 【広島県】
奥田愛子、鬼頭由美
上田尾桜香、
菅楓花、 【愛知県】
新宮紫菫、田中志水、寺野春

【埼玉県】
大野修克、
川瀬渓苑、 【大阪府】
山﨑恵萠
天野恵子、磯川子祐 【広島県】

木凰墨、前田崇見、牧野翠華

【静岡県】
池沼美柳、
伊藤一美、 曉、波多野千瑛、藤岡蒼海

佐藤幸美、須藤只煌、千島耿 【奈良県】
石田玲風

【千葉県】
腰原佳恵

橋本裕子

【東京都】
足立道代、
市川和子、

山雅香、儘田桂秀、横田照葉

さ、山田彩月

橋知津子、西留妙子、藤井優

平紀、佐藤典子、渋谷恵、高

栞、藤田志春

椛島康夫、坂野慧舟、鈴木妙

▼臨書部門▲

【広島県】
榊田育代

荒井仁道、
加藤柳仙、
井上とく子、大塚白粹、河野 【埼玉県】

▼現代書部門▲

【高知県】
常光嘉子

唯敏、黄康、源静、李冬霞、 谷川良子、兵頭恒星、前川み
王星榮

▼かな部門▲

島村和奈、東福望紅、荷田弥

【埼玉県】
栗山蒼游、
佐田楊苑、

■特選

【中国】
王巍立

松尾三奈

【愛知県】
小掠友紀乃、小松あ 【兵庫県】
倉知春乃、前遥菜

川又姿優、辰己愛梨、中村晶

【奈良県】
岡田紗奈、
桶田硯曹、

帆

ゆ

【岡山県】
石川明星

【大阪府】
岡田悠里、佐竹未来

高瀬美斗、高橋里奈、武野渓 【奈良県】
桶田硯曹、森田三鈴

純

帆、平岡雛、藤井裕子、和田

植西美侑、大西一美、樫本紫 【兵庫県】
細見鳳水

中谷元紀、中村華祐

口亜香里、玉井凛、西村萌、

奈、越智千夏、小島舞香、田

【大阪府】
今井蒼月、
佐藤ひな、 【愛媛県】
石﨑優樹、上杉茉里

健太郎

泉、金谷澄子、小林恵美子、 【高知県】
大野漱雪、瀧本純川

村上紗耶

【京都府】
檜山亜友美

【三重県】
西村香里

恵

丸山徳士、南真弥、村田侑里

子、鈴木双葉、松本佳奈子、

【愛知県】
北川巴菜、佐藤祐貴

■入選

【福岡県】
高橋眞明

篆刻・刻字部門

【奈良県】
川又姿優

湖

【広島県】
花見ほのか、原田華

園、田村涼月、辻村啓壽、中 【広島県】
島本静流

臨書部門

▼篆刻刻字部門▲

伊藤清美、内田柳汀、塩川富 【中国】
久故明峰、中村浩雲
呉敏中、王薇、許金枝、 【京都府】
平林好真、渡辺菁香

【東京都】秋廣浩恵、乾翠鳳、 【三重県】
河北幸乃、清水玲飛

瀬川永扇、角田麗扇、林薫禎

【千葉県】
岡野勝雄、
後藤仙龍、 月、鈴木由珠子、滝口萌玉、 鞠初遠、朱鴻祥、陈秉奎、蔡 【大阪府】
井村慶秀、
工藤明美、 風、豊田游仙、沼尻石頭、前 【広島県】
大野節子、
田頭紫燿、

子
大熊扇華、小柳幸子、佐藤律 【滋賀県】
伊藤由里加

【福島県】
八角清香、渡邊麻衣
【茨城県】
古徳邑雪、清宮桂雪
子、杉江茂子、鈴木陽子、高 【 京 都 府 】猪 田

小林恵美子、杉本葉
根本粋恋、服部弘、飛田瑞桜、 【大阪府】

綏、城 野 龍

【栃木県】
山氏静香
中村詳鳳、沼尻渓鳳、原口玉

【埼玉県】
小西桜吟、
斎藤瑛香、 橋鳳谷、津田玉華、鶴淵雅子、 宗、竹田秀恵

かな部門

寺野寿巳代、仲西く
中西啓子、中村香蓮、橋本煌 【愛知県】

漢字部門

風、橋本妙、兵頭恒星、藤原

【鳥取県】
宇津木青嵐

紫泉、星川蓮峰、松尾一翠、 【京都府】荒木紫游、平真美、 井美哉、橋本妙、濱田由美子、 ■秀作

後藤紅燕、佐藤慧舟、恒川玲

生田梗香、
岩川久江、 憧、山田彩月、横山蘭香
【広島県】
青山紫苑、
荒尾蓉月、 井峰扇、鈴岡秀陽、田村涼月、 【兵庫県】
佐藤孝子、細見鳳水 【大阪府】

【大阪府】
青山貴司子、生田梗

舟

林裕子、藤原紫泉、三津谷路 【愛知県】
森本真維、山田なつ

【滋賀県】
川嶋紫櫻

伊藤蒼苑、金川萌翠、兼綱桂

華、佐原芝翆、清水晶風、下

宮本煌粋、柚木笙遥

音、鈴木暢、鈴木範子、鈴木

鈴木智苑、鈴木知夏、鈴木弦

田千壽、浜田隆範、濱野蒼枝、 晴、宮岡香葉、宮尾蒼外、都

菖、馬場光玉、馬場香雪、浜

部翠苑、羽鳥紅翔、羽根田皋

知子、三井里枝子、美之口琴

三品翠月、水落淳子、三井美

米津洋子、連由貴子、若山穏

峰雲、吉原輝舟、依田旭佳、

子、吉田聖、吉田冬花、吉野

桑夢士、桑夢実、前原玲奈、

【大阪府】
石浦奈緒、
神田歩香、

啓美、鈴木萌園、鈴木瑞、鈴

特 選・秀 作・入 選

伊藤博則
井尚美、中水 葉、西本満子、 【奈良県】
苑、藤野則子、堀切千映、吉

【山口県】
山根まどか

林千尋、福井清苑、藤井凛紅、
川喜眞子

久貝美和
【広島県】
安達静波、
天本京子、 【沖縄県】

会 友

芽、村上美華、村瀬治雄、邑

平、日向野翆篁、平川絖雲、 藤久美子、武藤悠紀、村井愛

祥、宮本春流、三輪峰舟、武

早矢仕郁春、原黄馨、針紫翆、 宮原雲海、宮村容玉、宮本香

美恵子、渡邉洋子、和根崎真

渡辺トク子、渡部晴江、渡邊

部香茜、渡邉真観、渡辺水芳、

木裕子、鈴木龍星、鈴木亮子、 浜本佳子、林花泉、林磐泉、 沢美雪、宮崎玄煌、宮田博之、 空、渡邉一甘、渡邉渓芳、渡

田昌平、村林萠葉、室井正雲、

須藤敦子、須永清蘭、清古蘭

平野麗流、平林益雄、廣瀬晶

半谷松華、半田欣蓮、東浦幸

泉、関塚依己、瀬波雪華、銭

瑶、福島翔鳳、福田悦子、福

藤恵翠、加藤信和、加藤純子、 美、關口天恵、関秀岳、関瑞
映川、青田秀水、青沼希和、 加藤節子、加藤銚洲、加藤芳

谷佐智子、ゼーブル美鈴、仙

月、田岡直雲、高木文代、多

綾、藤田亮子、藤原彩園、藤

柳田朋真、八幡華翠、山内恵

山紅雪、八木秀琴、安田泰也、

光、森尾南城、森川桂子、森

保、木津眞由美、木全操子、 田代景翔、多田鷺景、田近清

光雪、横田香藍、横山恵華、

山本窓月、山本美須子、湯本

祥庭、岩村芳春、岩本京子、 小林正祥、小林静介、小林恭

畝、寺島清美、照井真風、樋

出口欣雲、寺門綾香、寺坂青

静風、角田穂香、鶴巻丕休、

熈、佐藤とも子、佐藤白水、 山智舟、名古路雅翠、奈良抹

佐藤静華、佐藤蒼舟、佐藤晁

西芳葉、西村美硯、西本竹風、

野口勝、野﨑健史、野沢恵秋、

岸鏡華、根岸利晴、野口寛舟、

松岡美笙、松崎翠麗、松下仙

本明子、丸山静香、万田妹華、 横山春泉、吉岡朱永、吉田和

美

丘、加藤洋子、加藤鈴氳、角
金子尚代、金子寳石、鐘築重

賀光華、髙坂夢想、田頭育子、 藤崎曉華、藤島果那、藤田翆

高田智石、髙梨清雲、高野小

華、高橋悠翠、髙比良和瑛、 前田蕙花、前野容子、前碧水、 口千代子、山口桃園、山崎佳

芳丘、星山碧川、本田容子、 子、山形修蓉、山口翠婉、山

百合、高橋玉龍、高橋重人、 原泉香、プラウツ京美、古子

田示陽、福谷玉輪、福田惠、 望月和光、森井爽生、森岡瑞

安達桃紅、安部皓月、阿部祥

治、加納蕙風、鎌田聡泉、上
石、河内憲一、川上雪人、川
川渕暁華、川村大観、神田恵

秀、山崎深翆、山田清風、山

池田恒弥、池本青葩、石井鶴

田窓月、山田達之、山田凌泉、

髙部俊曄、高山幸子、田口利

牧野翠苑、牧野友里、正川子
楓、神田紅凜、菅野汀泉、菊

風、達家祥琴、田中香風、田

大和鷺楓、山中典子、山野ひ

城、増山洋蘭、増田一翠、増
板谷有星、市川香峯、市島春

木村玉抱、木村幸韻、木村桃

中響扇、田中康伸、田中春水、 龍、松永梅光、松沼光凛、松

田香葉、竹田昌瓔、竹中光順、 田惠実子、町田曠道、松井秋
芳、一条侑琴、一柳庭華、井

里、木村北斗、木本慈眼、工

岩山淑子、上垣旭央、植田拳、 子、小林露風、小堀暁聲、小

田美風、土井保江、当間旺風、

大久保虹舟、大久保霜月、大

佐藤靖彦、佐藤優翔、佐藤由

華、西田一成、西田弓成、西

丹羽俊彦、布目一路、沼田彩

游、神野冨子、末永夕苑、菅

子、奥村佳子、小田木道代、 白板玉彩、白神英憲、進藤蒼

岳、松井梅雲、松江みち子、 ろ江、山本之夜、山元青園、
手段昂楓、伊藤雅洋、伊藤汀

藍、谷川紅潤、谷本流泉、田

藤妙華、窪田青耀、久保芳彩、 田中觴詠、棚橋藍水、田邉青

映林、黒川良佳、小池路華、 端龍石、玉川清紅、玉置玲雲、

水、

井上竹暘、猪俣修韻、今井恵

りか、津川翠月、津田

小泉令月、河野正子、河野緑、 田丸翠玲、千葉昌子、津川え

湊光洋、古宮瑤青、小山加代

遠山恵美子、外波山涛光、富

虹凜、小嶋瑞香、五島冴津、 土田香葉、土田真山、土屋荷

圓、牛島みゆき、臼井桂喜、 子、小陽孝一、近藤祥園、五

田房子、長澤桂蓮、中嶋永究、

岩井玲翠、岩内溪泉、岩倉瑞

月女久枝、坂口静湖、嵯峨帶

中島彩紅、永野彩泉、中村尚

後藤彪、小林允州、小林佳坡、 香、土屋信泉、筒井保子、堤

内村遊水、梅田玄真、梅谷青

琳、坂本柏堂、櫻井芳苑、櫻

上田秀曠、植松愛霽、植松結

龍、浦野博夫、浦畑恭子、江
遠藤玉扇、遠藤久美子、遠藤

﨑幸苑、大里万亀子、大澤華

佐俣祥苑、塩澤東江、塩澤鈴
品田敦子、篠原良栄、嶋田和

岡田佳代子、緒方由紀子、岡

谷天峰、杉浦桜泉、鈴木陽、 野呂紅耀、野呂トヨ子、袴田

水香華、周素九子、城前玉香、 藏、沼田典子、根岸雅道、根
尾上琴舟、折本多栄、河西香

鈴木記久子、鈴木京子、鈴木

春汀、萩原靖子、橋本旭歩、

峰、風越閑邨、柏木青幸、梶

奥川光華、奥田煌苑、奥野史

野秀水、岡村晨騰、小川熊峰、 美、島田千速、島田昌広、志

かり、大和田幸仙、岡坂彩逍、 華、鹿野紅葉、鹿屋真由美、 田子峯、仁科安博、西野文、

大森香楓、大森水苑、大山ゆ

塚宗甫、大塚白聲、大富昭汀、 美、佐藤龍玉、佐伯百合子、 西川遷石、西河時枝、西川玲

羽、成原たか子、新垣慧坡、
陽、大澤青渓、太田昭華、大

子、仲村レナ、中山溪岑、中

幸子、王援朝、大河原紫舟、 佐藤早苗、佐藤紫音、佐藤恵、 村双琴、中村美喜、中村百合

幽、佐々木美穆、佐藤佐智代、 華、中村城風、中村如苑、中

上真悟、江川松静、惠木恵春、 田佳子、笹岡慶鳳、佐々木瑞

季、岩崎等、岩瀬喜内、岩田

村華綏、井村志峰、岩井英華、 小久保文乃、小崎紅舟、小島

里、今川華心、今牧秀玲、今

藤柳絮、稲葉千絵、井上就道、 熊川まゆみ、栗原幸子、栗山

花、伊藤俊明、伊藤白蓮、伊

泉幸子、磯田竹山、磯部照雲、 北河光春、北澤花舟、北村志

川水碧、石坂閑石、石原啓瑤、 島克月、菊地遊鳳、岸白露、 重、武笠彩樹、武田元崇、武

苑、石川桜雪、石川光苑、石

佳舟、井垣希凰、生原凛々子、 口瑞芳、川口美窓、川端影華、 高橋志承、高橋孝子、高橋桃

粟屋俊堂、安齋敬一郎、安藤

川影奈、荒木幸、有賀瑚風、 井貴代子、神谷洋子、亀井稜

子、新井華峰、荒尾清泉、荒

秋山硯光、秋山晴舟、安慶名

あさみ、浅古祐子、芦澤紫峰、 江政則、金子蕙翠、金子静堂、 石清堂、曽我部鯉生、染谷照

相羽早知子、相原昭一、青木

神舘順慧

【京都府】
石田満里子、今村鶴

花、神田涼月、熊本華泉、清

山田雪絵

深、上條 楓、大澤栄子、城

智子、廣瀬麗香、福井清苑、

【京都府】
柏田恵美子

紅、宮田翠祐、山﨑恵萠、吉 【三重県】
朝熊奈緒子

香苑

すい ふう

翠楓

小迫容子、小林澄枝、佐藤玲

現代書部門
水晶風、瀬尾桜華、徳良紫紅、

愛、細井岬月、堀切千映、増
田美峰、松原渡月、山口鳳洲、
横山蘭香

産経準大賞 臨書部門 箭内

大宰府天満宮賞 漢字部門 郷司

こう えん

兵頭恒星、廣浦九浣、伯耆原 【愛媛県】
新開幸峰、田中玉鈴 【大阪府】
伊藤かず美、杉本葉

鳳、中村香蓮、濱田由美子、 田恵倖

田阪良穂、辻村啓壽、徳原希

瑶、北尾有樹子、近藤聖一、 藤井凛紅、細川游香、堀田美 【愛知県】
鬼頭真城

大内楓湖、梶原寿泉、門田千

【大阪府】
磯川子祐、
井村慶秀、 畑田光風、檜崎岳陽、平田美

野龍宗、西森深仙

香、奥間蕙峰、梶原寿泉、亀

るみ

浅岡玄蛙、尾関悟、加藤凌山、 細見鳳水、山本璣風、米澤香 【京都府】
大野正彩、岡本順子

西日本
関 係

【愛知県】
青野華陶、
秋田清蘭、 【兵庫県】
岡田蕙風、
越智璣幸、 【愛知県】
鈴木富子、野口昌子

西日本
関 係

西日本
関 係

西日本
関 係

ひろ

すい えん

翠苑

入選

入選

U23

洋子

産経準大賞 現代書部門 加藤

いっ きゅう

一鳩

き
み

文部科学大臣賞 現代書部門 渡邉

はく せん

白扇

産経準大賞 漢字部門 小倉

産経大賞 漢字部門 東海林

しゅう び

秀美

き しょう

希韶

西日本
関 係

繁子、鈴木湘月、鈴木祥扇、 長谷川青崚、波多野美麗、服

特別色紙展

特別賞（公募）

未来

中村

せん

き

産経準大賞 漢字部門 小野

けい

産経準大賞 漢字部門 三浦

ち

千桂

産経準大賞 現代書部門

西日本
関 係
原欣春、片山彩幽、片山寿美

メイン展示室

入選

紀泉

須田

産経準大賞 かな部門 清田

入選
入選

子、勝又明子、加藤玉華、加
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外務大臣賞 かな部門

