
現代書 岩　間　清　泉（千葉県）内閣総理大臣賞

漢　字 坂　本　香　心（神奈川県）高円宮賞

か　な 野　﨑　子　慶（大阪府）文部科学大臣賞

漢　字 渡　辺　吾　風（千葉県）外務大臣賞

現代書 竹　内　花　子（広島県）産　経　大　賞

漢　字 高　垣　琴　紅（広島県）太宰府天満宮賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

伊　東　星　昴（静岡県）	 塩　川　千　津（静岡県）
中　村　紅　舟（広島県）
井　上　すみ子（広島県）
児　玉　美登里（広島県）	 前　田　沙　杏（大阪府）
瀧　澤　龍　石（長野県）

産		経		準		大		賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

篆刻刻字

奥　本　恵　舟（広島県）	 河　島　彩　澄（静岡県）	
白　井　幸　風（広島県）	 須　田　瑞　兆（千葉県）
福　田　世　英（東京都）	 丸　田　華　芳（東京都）
大久保　節　子（愛知県）
上　田　綾　美（東京都）	 桜　井　知　子（米国）
佐　藤　有　光（神奈川県）	 中　村　青　秀（東京都）
横　尾　春　風（群馬県）	 渡　辺　千代恵（山形県）
小　山　鷺　果（大阪府）
浅　川　美　彭（群馬県）

無鑑査会員特別奨励賞

漢　字国　際　大　賞 銅　山　桂　銅（岡山県）

篆刻刻字 石　井　長　慶（埼玉県）中国大使館文化部賞

現代書 岡　　　美知子（神奈川県）韓国文化院長賞

現代書 小　林　静　洲（埼玉県）第 35 回記念特別賞

現代書 岩　浅　写　心（長野県）日中平和友好条約締結４０周年記念賞

か　な 法　月　秀　峰（静岡県）第 35 回記念賞

現代書 諏　訪　春　蘭（東京都）産経国際書会理事長賞

産経国際書会会長賞

現代書 五　戸　光　岳（青森県）伊達政宗賞

漢　字 鎌　田　嘉　壽（東京都）第 35 回記念賞

受　　賞　　者

現代書

漢　字

か　な

大　久　恵　華（神奈川県）
河　内　紅　漣（静岡県）
山　本　美　峰（愛知県）
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安　藤　佳　舟（広島県）
井　沢　環　麗（静岡県）
石　川　光　苑（静岡県）
石　原　志　仙（静岡県）
大　富　昭　汀（神奈川県）
岡　本　桂　草（広島県）
奥　野　幽　泉（広島県）
尾　末　静　翠（広島県）
柿　川　澄　石（千葉県）
河　西　香　峰（静岡県）
上　圷　芳　春（神奈川県）
神　谷　映　水（東京都）
亀　山　凰　琳（宮城県）
木　村　幾　月（神奈川県）
久　保　秀　竹（埼玉県）
栗　原　清　泉（愛媛県）
河　野　春　径（広島県）
小　林　知　子（埼玉県）
坂　部　翔　友（静岡県）

坂　本　勝　彦（東京都）
佐　野　香　翠（静岡県）
上　甲　白　嶺（愛媛県）
白　田　彩　翠（茨城県）
菅　　　栄　水（東京都）
髙　橋　岳　城（福島県）
高　松　谿　雪（茨城県）
田　中　秀　穂（埼玉県）
玉　木　紅　雨（東京都）
玉　木　光　華（新潟県）
丹　下　頌　翠（茨城県）
津　川　翠　月（広島県）
程　　　　　中（千葉県）
中　川　龍　峰（広島県）
中　西　　　儷（東京都）
中　野　康　龍（静岡県）
西　川　玲　華（静岡県）
西　山　秀　光（福島県）
野　口　寛　舟（埼玉県）

日根野　貞　水（千葉県）
平　島　東　憲（東京都）
藤　田　逸　峰（愛媛県）
藤　田　鳳　洞（福島県）
松　林　麗　泉（広島県）
水　野　鳳　扇（千葉県）
光　谷　春　煌（広島県）
宮　尾　蒼　外（大阪府）
宮　崎　曄　鳳（東京都）
民部田　鳳　春（千葉県）
宗　行　麗　翠（大阪府）
村　上　紅　恵（広島県）
柳　沢　秀　隺（埼玉県）
山　崎　翠　嵐（埼玉県）
山　城　昂　風（広島県）
山　田　梅　苑（熊本県）
渡　辺　青　枝（東京都）
綿　貫　勝　一（東京都）

会友特別賞

会　友　賞

田　中　曄　仙（東京都）
波多野　美　麗（静岡県）

新　野　彩　香（静岡県）
水　元　光　明（静岡県）

西　川　遷　石（京都府）

阿　部　葉　柳（宮城県）
佐　藤　由　美（山形県）

太　田　昭　華（茨城県）
虫　明　智恵子（東京都）

國　貞　螢　炎（福岡県）

増　田　孝　志（愛知県）

大　橋　栄　美（愛知県）

漢　字
か　な
現代書
臨　書

大　平　美　侑（埼玉県）
菰　田　欣　穂（千葉県）	 西　山　弘　美（神奈川県）
丸　井　茜　笙（東京都）
古　田　蘭　紲（大阪府）

無鑑査会員奨励賞

新　井　輝　志（埼玉県）
梅　田　ちか子（東京都）
江　川　松　静（埼玉県）
大　倉　純　子（神奈川県）

北　畑　円　美（東京都）
沢　田　白　洋（高知県）
寺　牛　　　都（東京都）
堀　切　清之助（愛知県）

安　田　美　保（東京都）
吉　田　　　聖（福岡県）
米　澤　千　代（東京都）

　 ◆ か な 部 ◆

　 ◆ 漢 字 部 ◆

　 ◆ 現 代 書 部 ◆

　 ◆ か な 部 ◆

　 ◆ 臨 書 部 ◆

　 ◆ 漢 字 部 ◆

漢　字
現代書
現代書

新　井　大　鳳（埼玉県）
大　山　香　蘭（神奈川県）
宮　下　信　秀（埼玉県）

太田道灌やまぶき賞

か　な第 35 回記念賞 塩　澤　鈴　華（静岡県）
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漢　字

か　な

現代書
臨　書

亀　井　稜　石（京都府）	 田　口　瓊　姮（東京都）
中　島　啾　鳳（埼玉県）	 松　本　稲　華（東京都）
山　田　窓　月（京都府）
岡　坂　彩　逍（千葉県）	 高　橋　静　子（埼玉県）
高　山　幸　子（愛知県）	
寺　坂　青　畝（香川県）
伊　藤　雅　洋（東京都）	 大　森　香　楓（大阪府）
西　山　秀　光（福島県）

会友奨励賞

漢　字
か　な
現代書
臨　書

國　吉　扇　嘉（千葉県）	 清　水　東　粹（神奈川県）
鹿　屋　真由美（広島県）
鈴　木　栖　城（奈良県）	 野　坂　み　い（東京都）
古　澤　葵　扇（神奈川県）

産経新聞社賞

漢　字
現代書
臨　書

坪　井　駿　泉（静岡県）
大　友　伸　秋（宮城県）
李　　　若　娜（東京都）

フジテレビジョン賞

漢　字
か　な
現代書

園　田　桃　香（静岡県）
岩　山　淑　子（愛知県）
高　島　由紀子（神奈川県）

ニッポン放送賞

現代書 林　　　帛　甫（東京都）東京都知事賞

か　な 牧　野　友　里（愛知県）愛知県知事賞

漢　字 髙　橋　秀　翠（千葉県）国際賞

青　砥　光　瑛（埼玉県）
青　野　竹　佳（静岡県）
アラン　　ロワ（東京都）
安　藤　法　子（米国）
石　嶺　エツ子（埼玉県）
板　谷　有　星（京都府）
稲　葉　淳　子（米国）
内　山　硯　翠（埼玉県）
大　石　慈宝苑（東京都）
大　上　光　舞（京都府）
小　野　敬　子（埼玉県）
小　野　香　月（埼玉県）
柏　村　明　子（長崎県）　
勝　又　明　子（米国）
加　藤　　　操（静岡県）
金　子　征　司（静岡県）

金　田　寿三枝（山形県）
川　田　芳　樹（埼玉県）
キム　ヨシカネ（東京都）
国　井　丹　瑩（千葉県）
グリーン　　薫（米国）
小　林　丁　鵬（東京都）
齋　藤　雅　貴（宮城県）
阪　田　佳　凜（大阪府）
佐　藤　小　菊（青森県）
佐　藤　茜　彩（埼玉県）
澤　口　貴美江（宮城県）
澤　田　蘭　香（千葉県）
杉　原　寿　美（京都府）
髙　砂　華　泉（大阪府）
高　津　佳代子（広島県）
達　家　祥　琴（長野県）

中　川　奎　翠（茨城県）
長　野　佳　子（静岡県）
中　村　智　子（京都府）
西　島　良　祐（福岡県）
藤　谷　永　翆（埼玉県）
逸　見　渉　仙（埼玉県）
堀　川　雲　峰（山形県）
松　村　進　龍（群馬県）
三　澤　よし江（宮城県）
三　谷　沙　園（広島県）
三　井　紀　子（三重県）
宮　　　眞由美（神奈川県）
山　崎　眞　聖（東京都）
山　本　美須子（米国）
ロビンソン　万里（米国）

浅　岡　桃　苑（愛知県）
加　藤　志　瑛（埼玉県）

櫻　本　静　月（茨城県）
西　　　英　章（福島県）

本　多　美　子（埼玉県）

河野　秀喜（東京都）

　 ◆ 臨 書 部 ◆

　 ◆ 篆 刻 刻 字 ◆

　 ◆ 現 代 書 部 ◆


