
現代書 田　村　政　晴（宮城県）内閣総理大臣賞

現代書 渡　邉　　　麗（東京都）高円宮賞

漢　字 舩　木　閑　清（神奈川県）文部科学大臣賞

現代書 川　野　美　鳳（東京都）外務大臣賞

か　な 増　田　孝　志（愛知県）産　経　大　賞

漢　字 向　井　恵　風（広島県）太宰府天満宮賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

三井田　竹　翠（新潟県）	 綿　貫　彩　風（東京都）
綿　貫　勝　一（東京都）
高　橋　美代子（神奈川県）
大　場　清　美（宮城県）	 木　村　幾　月（神奈川県）
良　元　鷺　栖（大阪府）

産		経		準		大		賞

漢　字

か　な

現代書

臨　書

大　井　香　簾（埼玉県）	 梶　野　花　風（愛知県）
佐　野　香　翠（静岡県）	 程 中（千葉県）
鳥　井　春　翠（静岡県）	 中　西　　　儷（東京都）
黒　田　幸　子（愛知県）
荒　井　裕　水（宮城県）	 関　口　　　尚（東京都）
坪　石　孝　子（広島県）	 中　村　未　来（東京都）
堀　川　雲　峰（山形県）	 三　井　紀　子（三重県）
小　山　鷺　果（大阪府）

無鑑査会員特別奨励賞

現代書国　際　大　賞 平　野　恵　亮（神奈川県）

漢　字 伊　東　玲　翠（東京都）中国大使館文化部賞

漢　字 赤　堀　翠　柳（静岡県）韓国文化院長賞

漢　字 和　田　玲　砂（静岡県）産経国際書会理事長賞

産経国際書会会長賞

漢　字 鈴　木　葉　光（福島県）伊達政宗賞

受　　賞　　者

漢　字

か　な

現代書

鈴　木　暁　昇（東京都）
大　田　美　州（広島県）
倉賀野　静　子（神奈川県）

漢　字
現代書
臨　書

松　本　稲　華（東京都）
肥　後　彰　宴（大阪府）
小野澤　竹　峰（埼玉県）	 古　田　蘭　紲（大阪府）

無鑑査会員奨励賞

か　な
現代書

梅　澤　松　玉（埼玉県）	 大　毛　青　舟（神奈川県）
萩　原　彰　子（埼玉県）

太田道灌やまぶき賞
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相　原　昭　一（埼玉県）
新　井　暁　香（埼玉県）
粟　屋　俊　堂（山口県）
石　川　光　苑（静岡県）
石　綿　葉　翠（新潟県）
泉　　　鳩　邨（福島県）
泉　　　子　鳳（茨城県）
市　村　翠　祥（新潟県）
伊　藤　恵　翠（岐阜県）
伊　藤　晃　泉（千葉県）
猪　浦　明　翠（新潟県）
今　村　華　綏（京都府）
江　本　清　夏（岩手県）
大　森　香　楓（大阪府）
岡　田　赬　浄（東京都）
岡　村　晨　騰（東京都）
小　川　熊　峰（広島県）
奥　川　光　華（愛媛県）

河　西　香　峰（静岡県）
加　藤　玉　華（埼玉県）
金　木　杏　花（千葉県）
亀　井　稜　石（京都府）
川　口　美　窓（広島県）
菅　野　汀　泉（愛媛県）
木　下　芳　珠（静岡県）
黒　澤　光　照（東京都）
後　藤　碩　鳳（埼玉県）
小　森　彩　仙（神奈川県）
坂　井　礼　子（東京都）
笹　岡　慶　鳳（埼玉県）
佐　藤　静　華（広島県）
佐　藤　津　香（埼玉県）
杉　沢　慧　華（東京都）
鈴　木　穂　苑（静岡県）
高　田　明　仙（静岡県）
武　田　元　崇（広島県）

玉　川　清　紅（広島県）
千　葉　瑞　苑（東京都）
都　丸　廣　仙（千葉県）
中　島　啾　鳳（埼玉県）
中　部　紫　苑（東京都）
西　川　遷　石（京都府）
原　　　黄　馨（広島県）
福　島　白　苑（埼玉県）
増　田　峰　花（千葉県）
松　井　遊　舟（東京都）
美之口　琴　晴（広島県）
村　瀬　蕙　風（愛知県）
山　内　雅　鳳（千葉県）
山　地　暁　翠（埼玉県）
山　田　凌　泉（広島県）
山　本　栖　峰（神奈川県）

会友特別賞

会　友　賞

岩　﨑　清　楓（三重県）
坂　井　礼　子（東京都）

園　田　桃　香（静岡県）
坪　井　駿　泉（静岡県）

浜　島　圭　園（愛知県）

内　田　子　鴻（神奈川県）
大　友　伸　秋（宮城県）

林　　　帛　甫（東京都）
村　岡　千　壽（山形県）

渡　邉　洋　子（神奈川県）

川　口　志満子（愛知県）

李　　　若　娜（千葉県）

井　口　邦　子（群馬県）
伊　澤　久　子（東京都）
大　塚　美　雪（千葉県）
加　藤　節　子（埼玉県）
鰈　崎　紅　葉（大阪府）

鹿　屋　真由美（広島県）
姿　　　光　柳（静岡県）
高　野　小百合（高知県）
寺　牛　　　都（東京都）
冨　田　芳　金（愛知県）

牧　野　友　里（愛知県）
松　井　秋　岳（埼玉県）
山　吹　英　夫（愛知県）

◆ 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

井　垣　希　凰（京都府）	 鐘　築　重　治（兵庫県）
桑　　　敏　之（大阪府）	 嶋　田　清　亭（千葉県）
宮　崎　玄　煌（京都府）
鈴　木　萌　園（愛知県）	 高　山　幸　子（愛知県）
松　井　秋　岳（埼玉県）
銭　谷　佐智子（広島県）	 寺　坂　青　畝（香川県）
苅　米　紀　子（埼玉県）	 小　池　路　華（東京都）
鈴　木　栖　城（奈良県）

会友奨励賞

漢　字
か　な
現代書
臨　書
篆刻刻字

倪　　　郡　陽（千葉県）	 李　　　樹　田（千葉県）
樋　口　恵　柳（静岡県）
大　里　万亀子（茨城県）	 山　口　翠　婉（茨城県）
谷　川　良　子（大阪府）
黄　　　麟　貴（千葉県）

産経新聞社賞

漢　字
か　な
現代書

岩　井　玲　翠（岐阜県）
中　谷　結　彩（大阪府）
坂　本　　　淳（茨城県）

フジテレビジョン賞

漢　字 前　田　崇　見（神奈川県）東京都知事賞

漢　字 羽根田　皋　菖（愛知県）愛知県知事賞

秋　山　峻　一（大阪府）
安　住　美弥子（宮城県）
五十嵐　　　梢（宮城県）
伊　藤　深　山（埼玉県）
井　上　空　咲（大阪府）
岩　崎　冬　僊（東京都）
惠美奈　志　雅（東京都）
大　賀　陽　子（大阪府）
太　田　昭　華（茨城県）
大　友　伸　秋（宮城県）
大　友　博　子（宮城県）
小　川　香　翔（東京都）
奥　村　佳　子（米国）
勝　又　明　子（米国）
加　藤　葉　月（埼玉県）
倉　岡　さおり（福岡県）
河　野　　　緑（米国）
小　林　　　郁（秋田県）
小　陽　孝　浩（埼玉県）

今　野　榮　園（宮城県）
齊　藤　典　子（埼玉県）
酒　井　春　闌（埼玉県）
佐　藤　和　夫（大阪府）
佐　藤　由　美（山形県）
佐　伯　百合子（神奈川県）
島　田　貴　春（東京都）
志　村　幸　子（千葉県）
白　田　彩　翠（茨城県）
鈴　木　栖　城（奈良県）
ステジョ　ヘルベルト（神奈川県）
染　谷　照　月（千葉県）
高　橋　悠　翠（東京都）
滝　口　一　華（埼玉県）
達　家　祥　琴（長野県）
田　中　眞由美（宮城県）
千　葉　道　子（宮城県）
土　屋　秀　堂（埼玉県）
土　井　保　江（広島県）

中　畦　峰　月（埼玉県）
中　川　奎　翠（茨城県）
中　村　双　琴（京都府）
西　川　遷　石（京都府）
西　河　時　枝（広島県）
西　口　美津枝（三重県）
野　口　映　光（埼玉県）
野　坂　み　い（東京都）
伴　田　顯　道（山梨県）
前　田　瑞　季（東京都）
松　本　明　子（京都府）
丸　橋　都　風（群馬県）
三　宅　和　晃（福島県）
山　内　恵　子（千葉県）
山　岸　慧　芳（東京都）
吉　川　吟　流（埼玉県）
渡　部　大　望（東京都）

諌　山　蘭　雲（埼玉県）
太　田　禮　香（愛知県）

苅　米　紀　子（埼玉県）
古　澤　葵　扇（神奈川県）

藤　巻　華　志（埼玉県）

◆ 臨 書 部 ◆

◆ 現 代 書 部 ◆

漢　字 翟 鑫（千葉県）中国大使館文化部国際友好賞

現代書 増　田　惠実子（静岡県）国際賞

漢　字
現代書
臨　書

鈴　木　繁　子（静岡県）
有　賀　瑚　風（東京都）
曽　根　知　邑（神奈川県）

ニッポン放送賞


