
産経国際書会会長賞 漢　字

か　な

現代書

飯　田　恵美子（埼玉県）
清　水　小　舟（静岡県）
渡　辺　敦　子（山形県）

漢　字 青　陽　如　雲（東京都）内閣総理大臣賞

漢　字 風　岡　五　城（愛知県）高円宮賞

漢　字 村　松　道　愉（静岡県）文部科学大臣賞

現代書 高　橋　雄　喜（埼玉県）外務大臣賞

か　な 山　本　美　峰（愛知県）産　経　大　賞

漢　字 藤　井　玉　暎（広島県）太宰府天満宮賞

漢　字

か　な

現代書

沼　田　香　雪（茨城県）
齊　藤　春　欣（千葉県）
鎌　形　美　遊（東京都）

太田道灌やまぶき賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

藏　　　泰　中（東京都）	 松　本　昌　雪（東京都）
邉　見　鳳　水（福島県）
米　山　美　鈴（広島県）
高　橋　嘉　代（埼玉県）	 山　田　幸　江（大阪府）
平　岡　良　子（大阪府）
大　崎　翠　石（愛知県）

産		経		準		大		賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

篆刻刻字

五十嵐　光　泉（神奈川県）	 寺　岡　祥　雲（広島県）	
加　藤　真　風（愛知県）	 出　羽　雅　陽（山梨県）
城　田　桑　軒（三重県）	 山　﨑　幽　華（広島県）
玉　田　栄　月（奈良県）
大　西　紫　蓉（愛知県）
井　上　醉　生（千葉県）	 福　島　恭　子（福島県）
佐々木　小　扇（埼玉県）	 藤　田　翠　紅（東京都）
塚　原　和　子（米国）　	 三　浦　茂　子（大阪府）
門　山　玲　花（東京都）
三　宅　華　子（神奈川県）

無鑑査会員特別奨励賞

現代書国　際　大　賞 横　溝　景　陽（神奈川県）

漢　字産経国際書会理事長賞 津久井　桂　葉（埼玉県）

漢　字 寺　尾　桂　翠（岡山県）中国大使館文化部賞

漢　字 望　月　暁　云（千葉県）韓国文化院長賞

現代書 建　部　恭　子（宮城県）伊達政宗賞

受　　賞　　者



赤　阪　瑞　舞（大阪府）
石　井　翠　香（愛媛県）
石　元　城　軒（高知県）
伊　藤　恵　華（広島県）
伊　東　星　昴（静岡県）
今　村　華　綏（京都府）
岩　間　かほる（東京都）
大　橋　芳　順（福島県）
大　森　翠　山（山梨県）
小野寺　聖　乗（東京都）
片　岩　松　琴（東京都）
加　戸　秀　泉（愛媛県）
加　藤　香　雪（東京都）
菊　間　志　響（埼玉県）
小　林　紫　泉（東京都）
小　林　智　穂（千葉県）
小　林　邑　碩（茨城県）
佐　野　清　風（静岡県）
塩　川　千　津（静岡県）

柴　田　静　翠（福島県）
鈴　木　祥　扇（千葉県）
関　　　敦　恵（大阪府）
代　島　翠　葉（千葉県）
髙　﨑　千　蕾（東京都）
高　平　肇　植（東京都）
瀧　澤　龍　石（長野県）
竹之内　萌　雪（神奈川県）
武　山　恵美子（埼玉県）
角　田　雅　泉（広島県）
土　居　敞　山（広島県）
徳　渕　明　峰（福岡県）
中　根　静　流（愛知県）
仲　野　岳　城（千葉県）
中　村　紅　舟（広島県）
中　村　芝　陽（静岡県）
西　山　揺　風（広島県）
韮　塚　麗　鳳（埼玉県）
丹　羽　新　葉（愛知県）

橋　爪　玉　雪（愛知県）
橋　本　浪　溪（兵庫県）
花　井　萃　川（愛知県）
藤　原　英　龍（大阪府）
松　尾　香　渓（広島県）
三井田　竹　翠（新潟県）
三　浦　希　韶（愛知県）
三　浦　玉　華（愛知県）
水　田　翔　葉（大阪府）
水　野　玉　苑（千葉県）
村　上　徹　舟（広島県）
村　山　蛍　泉（神奈川県）
森　田　東　敬（神奈川県）
森　脇　熒　洞（広島県）
諸　橋　翆　泉（東京都）
矢　野　春　潮（東京都）
山　本　操　一（広島県）
和　田　薫　葉（神奈川県）
渡　辺　吾　風（千葉県）

会友特別賞

会　友　賞

鎌　田　嘉　壽（東京都）
国　分　敬　扇（千葉県）

西　川　遷　石（京都府）
早　川　智　心（静岡県）

福　田　圭　華（愛媛県）

石　原　圭　芳（東京都）
岸　　　弘　子（山形県）

佐々木　翠　萌（青森県）
坪　石　孝　子（広島県）

舩　木　閑　清（神奈川県）

大久保　節　子（愛知県）

宮　本　香　祥（茨城県）

井　上　すみ子（広島県）
内　村　才　鷺（兵庫県）

江　川　松　静（埼玉県）
鰈　崎　紅　葉（大阪府）

黒　田　幸　子（愛知県）
渡　邊　彩　花（広島県）

漢　字

か　な

現代書

臨　書

進　藤　栄　峰（東京都）
本　間　友　雪（埼玉県）
松　﨑　祥　花（東京都）
本　多　久　笙（東京都）

無鑑査会員奨励賞

　 ◆ か な 部 ◆

　 ◆ 漢 字 部 ◆

　 ◆ 現 代 書 部 ◆

　 ◆ か な 部 ◆

　 ◆ 臨 書 部 ◆

　 ◆ 漢 字 部 ◆



漢　字

か　な

現代書

臨　書

江　本　清　夏（岩手県）	 鹿　野　紅　葉（広島県）
亀　井　稜　石（京都府）	 松　本　稲　華（東京都）
北古賀　篤　風（千葉県）
大　山　ゆかり（群馬県）	 武　藤　久美子（群馬県）
大　沼　真　弓（米国）
大　森　香　楓（大阪府）	 嶋　田　和　美（千葉県）
小　玉　溪　泉（埼玉県）

会友奨励賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

木　村　幾　月（神奈川県）	 藤　田　鳳　洞（福島県）
菊　島　克　月（埼玉県）
内　田　子　鴻（神奈川県）	 内　田　陽　子（千葉県）
宮　田　博　之（神奈川県）

産経新聞社賞

漢　字

か　な

現代書

伊　藤　恵　翠（岐阜県）
山　吹　英　夫（愛知県）
佐　藤　徳　子（埼玉県）

フジテレビジョン賞

漢　字

現代書

臨　書

程　　　　　中（千葉県）
青　森　智　泉（千葉県）
櫻　本　静　月（茨城県）

ニッポン放送賞

漢　字 新　野　彩　香（静岡県）東京都知事賞

か　な 増　田　孝　志（愛知県）愛知県知事賞

現代書 加　藤　洋　子（宮城県）国際賞

浅　倉　めぐみ（東京都）
上　釜　美由紀（千葉県）
上　田　綾　美（東京都）
海　野　しずか（山形県）
大　泉　凜　泉（千葉県）
小　野　寿美子（埼玉県）
加　藤　翠　苑（千葉県）
河　上　紋　子（米国）
菊　池　美津子（東京都）
倉　持　喜　扇（埼玉県）
栗　原　洋　子（静岡県）
児　玉　美登里（広島県）
小　西　香　苗（京都府）
小　林　樵　月（埼玉県）
小　薮　まゆみ（米国）
佐　伯　香　潔（広島県）
坂　井　節　江（広島県）
坂　根　冴　美（神奈川県）

櫻　井　研　堂（千葉県）
佐　藤　有　光（神奈川県）
塩　原　大　輔（埼玉県）
清　水　裕　理（大阪府）
須　藤　恵美子（米国）
高　市　翠　柳（兵庫県）
竹　内　花　子（広島県）
竹　花　晴　夫（米国）
達　家　祥　琴（長野県）
谷　川　仁　美（愛知県）
丹　野　萩　逕（宮城県）
中　村　青　秀（東京都）
中　村　双　琴（京都府）
布　目　京　陶（愛知県）
根　本　芳　枝（千葉県）
馬　場　睦　子（埼玉県）
濱　口　章　子（大阪府）
林　　　加　代（山形県）

平　野　胡　舟（京都府）
福　元　万理子（埼玉県）
堀　川　文　恵（神奈川県）
眞　壁　勝　子（三重県）
増　田　秀　光（埼玉県）
松　井　桂　翠（千葉県）
松　岡　宏　美（大阪府）
丸　山　京　華（愛媛県）
宮　古　幸　舟（栃木県）
森　廣　大　丘（島根県）
柳　澤　夢　苑（東京都）
山　田　豊　鶴（愛媛県）
山　田　政　継（京都府）
横　尾　春　風（群馬県）
吉　川　妙　子（東京都）
吉　田　粋　京（埼玉県）
吉　田　峰　子（奈良県）

池　田　芳　翠（東京都） 小　川　香　翔（東京都） 森　川　圭　花（埼玉県）

　 ◆ 臨 書 部 ◆

　 ◆ 現 代 書 部 ◆


