
高円宮賞・内閣総理大臣賞・中国大使館賞・韓国文化院長賞一覧
（敬称略）

◆高円宮賞受賞者（22回展〜）
回展 氏　名　・　団　体
22 佐々木月花
23 米国書道研究会（代表・生田観周）
24 本多　道子
25 田中　蘆雪
26 手島　𣳾六
27 平方　峰壽
28 石川　天瓦
29 竹澤　玉鈴
30 山下　海堂
31 岩田　正直
32 伊藤　欣石
33 多田　游硯
34 風岡　五城
35 坂本　香心
36 渡邉　　麗

◆中国大使館賞受賞者（25回展〜）
回展 部　門 氏　名
25 漢　字 昆　　逸山
26 漢　字 納谷　古石
27 漢　字 永田　龍王
28 漢　字 宮﨑　春華
29 漢　字 荒木　香心
30 漢　字 太田　愛石 ※

31 漢　字 佐藤　青苑 ※

32 漢　字 森井　翠鳳 ※

33 漢　字 上野　鶴陽 ※

34 漢　字 寺尾　桂翠 ※

35 篆刻刻字 石井　長慶 ※

36 漢　字 伊東　玲翠
※中国大使館文化部賞

◆内閣総理大臣賞受賞者（17回展〜）
回展 部　門 氏　名
17 現代書 小川　瓦木
18 現代書 國井　誠海
19 漢　字 山田　松鶴
20 漢　字 林　　錦洞
21 現代書 佐野　丹丘
22 漢　字 三宅　剣龍
23 漢　字 田中　鳳柳
24 漢　字 村越　龍川
25 漢　字 齋藤　香坡
26 漢　字 勝田　景泉
27 現代書 吉田　玉雲
28 漢　字 佐藤　志雲
29 現代書 宮澤　静峰
30 漢　字 島村　谿堂
31 漢　字 今口　鷺外
32 現代書 加藤　深流
33 現代書 原田　圭泉
34 漢　字 青陽　如雲
35 現代書 岩間　清泉
36 現代書 田村　政晴

◆韓国文化院長賞受賞者（25回展〜）
回展 部　門 氏　名
25 漢　字 松長　峰石
26 現代書 北島　瑞峰
27 漢　字 木下　錦洞
28 現代書 小林　朴翠
29 漢　字 林　　龍契
30 か　な 白崎　菖汀
31 漢　字 三上　錦水
32 現代書 佐藤　静香
33 漢　字 岩下　鳳堂
34 漢　字 望月　暁云
35 現代書 岡　美知子
36 漢　字 赤堀　翠柳
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会長賞・理事長賞・国際大賞一覧
（敬称略）

◆会長賞受賞者（6回展〜）
回展 漢　字 か　な 現代書
6 三上　錦水 今坂　芝光 本多　道子
7 工藤（平方） 峰壽 宮本　丈梗 大井　碧水
8 今井　翠泉 篠山　径梗 竹澤　玉鈴
9 吉田　凌雲 宮本　丈梗 鳥居　草心
10 坂本　香心 清水　蒼洋 丹野　真寿

11
青陽　如雲 — 西川　  万里
菊池　仙水 — —

12 青野　水明 増田　愛子 奥村　桃曄
13 木村　大澤 — 森田　苓雪
14 里　　芳倫 — 小嶋　慶子
15 古谷　紫水 篠原　秀朋 齋藤　一滴
16 戸叶　幽翠 見學　素影 松本　美娜
17 小林　紫雲 村田　白葉 諸留　大穹
18 服部　翠鳳 — 羽根田和香
19 黒田　浩芳 見崎　白舟 沖浦　　淳
20 小泉　玲洸 服部　翠鳳 小林　千津
21 山壁　秀竹 望月　桂紅 藤平　隆仙
22 石川　杏華 武富　明子 町山　一祥
23 刑部　翆風 小宮　求茜 山田　秀園
24 松岡　静仙 玉田　子翠 中野　和博
25 佐藤　豊泉 寺田　芳泉 建部　恭子
26 室伏　華琉 細川　豐玉 植田　泰之
27 羽根田菖風 伊藤　善春 菊山　武士
28 定野　桂雪 生田　佳葉 森　　紀生
29 野口　明翠 稲葉　竹苑 佐藤マス子
30 田中　龍渕 池田　翆漣 鈴木　成翠
31 田代　翠龍 林　　弘子 降幡　加津
32 石黒　鴻羽 石川　由美 小嶋カズ子
33 加藤　松亭 鈴木　　蒼 山本てるみ
34 飯田恵美子 清水　小舟 渡辺　敦子
35 河内　紅漣 山本　美峰 大久　恵華
36 鈴木　暁昇 大田　美州 倉賀野静子

◆産経国際書会理事長賞受賞者（32回展〜）
回展 部　門 氏　名
32 漢　字 村越　弘鷹
33 現代書 小杉　秀花
34 漢　字 津久井桂葉
35 現代書 諏訪　春蘭
36 漢　字 和田　玲砂

◆国際大賞受賞者
回展 部　門 氏　名
1 ― —
2 ― 生田　観周 ※

3 ― 金　圓　潭 ※

4 現代書 生田　博子 ※

5 漢　字 李　傳　周 ※

6 ― —
7 漢　字 呂　　少華
8 現代書 奥　　達子
9 ― —
10 漢　字 沈　　　強
11 ― —
12 現代書 堀江　宣久
13 漢　字 眞々田壽扇
14 現代書 伊藤　敏道
15 漢　字 鈴木　祐洞
16 漢　字 村田　白葉
17 現代書 小野沢美香
18 漢　字 町田　螢雪
19 現代書 市川　汀鶴
20 漢　字 佐藤　煒水
21 現代書 荘司　欣水
22 現代書 松戸　清玲
23 漢　字 芳賀　祥緑
24 現代書 酒本　淑子
25 漢　字 望月　真玉
26 現代書 加藤　美玲
27 漢　字 小高　玉令
28 現代書 藤村　満恵
29 漢　字 生田　佳葉
30 現代書 竹増　陽子
31 漢　字 小名　玉花
32 現代書 中川なほみ
33 漢　字 堀川　梨華
34 現代書 横溝　景陽
35 漢　字 銅山　桂銅
36 現代書 平野　恵亮

※＝産経国際大賞


