
入選者　一般の部

氏 名 号 住　所 氏 名 号 住　所

寺本 博 雪峯 島根県 井川 徹子 碧漣 兵庫県

中山 慶司 啓山 滋賀県 安田　 ｶｽﾞ子 紘泉 福岡県

黒澤 壮子 翠苑 群馬県 岡嶋　 かずえ 玲宝 福岡県

北村 英彦 蘭岳 青森県 小倉 芳江 栃木県

渡部 武能 栃木県 黒澤 洋 桂風 群馬県

八尋 憲治 西莊 福岡県 島田 達子 聖泉 福岡県

篠崎 義道 城詠 福岡県 大谷 明史 神奈川県

石黒 清治 栃木県 田村 邦彦 新潟県

米長 重夫 石宇 山梨県 宮原 かつ枝 紅瑤 長野県

市川 美代子 美風 群馬県 関 利行 篁風 群馬県

岡崎 勝郎 神奈川県 杉谷 秀子 大阪府

清水 初男 清洲 群馬県 千葉 隆 長野県

松本 征儀 神奈川県 堀 志ずえ 丘桂 長野県

永井 達也 悠山 大阪府 神原 常経 松韻 徳島県

桐島 金俉 尚山 福岡県 河瀬 孝夫 溪風 岐阜県

小笠原 薫 薫岳 埼玉県 小島 利枝 京都府

松沢 竹治 吟岳 山梨県 藤 武夫 福岡県

篠田 俊二 駿霊 大分県 山本　 宗孝 東蔭 岐阜県

菊池 健 宮城県 池幡 新也 容伸 高知県

三宅 宣士 江長 岡山県 荒木 直次 溪風 群馬県

中澤 泉 仲泉 山梨県 田中 康夫 旭蓬 京都府

藤川 俊二郎 秋峰 長崎県 里田 潤子 玲泉 大阪府

若杉 貞夫 貞山 長野県 髙橋 延雄 澄泉 群馬県

木村 千鶴代 愛知県 三浦 和子 東京都

髙木 チヱ子 鳳榮 愛媛県 堀田 正道 石川県

上田 伸之 典雪 山口県 中村 忠美 岳忠 長野県

木元 正彦 夕路木 東京都 石山 栄子 京都府

和田 肇允 東京都 北畠 能房 石川県

寺島 芳永 繚山 長野県 三橋 信博 石川県

磯貝 貞治 草岳 群馬県 千葉 仁 蕃山 宮城県

三上 喜晟 艸山 広島県 長谷川 照子 芳泉 福岡県

西村 滿知子 岳桜 長野県 川口 義夫 義堂 福井県
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高市 葉子 明成 大阪府 室橋 幸子 谿月 神奈川県

中尾 広枝 栃木県 小林 一郎 景秀 徳島県

加来 米子 雅岳 兵庫県 金原 幸子 景妍 徳島県

首藤 南朝 祖岳 大分県 藤本 宏 龍雲 徳島県

高栁 貞 翠漣 群馬県 吉田 泰一郎 翔雲 徳島県

中川 昭夫 兵庫県 柄田 幸子 幸風 石川県

水野 智之 雅正 石川県 小出 忠良 岳淙 長野県

平塚 純造 孤朴 埼玉県 鈴木 教良 栃木県

村上 春美 英峰 福岡県 小林 君雄 菅峯 長野県

牛島 景資 豊曻 福岡県 栗山 友之 桃里 岡山県

吉永 学弘 大阪府 鈴木 緑 石川県

宮元 淑 善秀 愛媛県 加茂 達子 石川県

山口 悦 素香 愛知県 妹尾 好夫 暸孝 兵庫県

平山 乂 愛知県 津野 純一 大分県

西之上 ひさゑ 薫風 兵庫県 芹野 智之 新潟県

菊地 誠一 東京都 杉森 千枝美 神奈川県

白根 桂子 桂月 兵庫県 渡部 哲次 哲堂 東京都

田中 敏夫 大阪府 都司 正三 東京都

弘田 了三 岳雲 京都府 茂木 典子 群馬県

林 俊子 佳芳 兵庫県 久保田 ひさ子 石川県

山本 定道 清晨 愛媛県 湯浅 勢津子 岡山県

福岡 太郎 晨 光 京都府 安部 和子 和祥 徳島県

野田 稔 緑風 岐阜県 池田 行子 松光 徳島県

青木 一夫 栃木県 高橋 静雄 翔泉 徳島県

廣畑 統 摂統 兵庫県 三浦 君江 星屑 島根県

田村 光江 光洲 群馬県 矢鳴 豊子 清泉 福岡県

福間 由美子 蘭染 島根県 木村 サチ子 風華 京都府

向井 正伸 榮祥 福岡県 紙屋 好延 埼玉県

渡辺 千秋 愛知県 瀬戸 毅義 信泉 福岡県

山崎 道子 摂道 兵庫県 中臣 正之 泥華 栃木県

早野 平之輔 扇輔 兵庫県 髙橋 睦美 東京都

松岡 孝 点水 大阪府 福田 登志男 長崎県

一由 秀範 沙鷗 長野県 和田 千脩 雲臥 長野県
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蛭川 幸夫 宮城県 髙屋 直志 嵐風 京都府

濱田 昇 舟石 香川県 上田 美穂子 松花 徳島県

小松 卓二 琢石 香川県 山田 良治 岳深 長野県

塚田 末吉 晟風 香川県 大森 冽子 神奈川県

馬場 美津子 福井県 溝口 明男 游樂 愛知県

釋 孝俊 雪溪 兵庫県 溝口 千恵子 紅楓 愛知県

鍋島 峯雄 白峰 高知県 鈴木 一郎 啓雲 新潟県

伊藤 鉄雄 泉山 京都府 島倉 弘 新潟県

秦 英乘 福岡県 中林 淑子 淑風 福岡県

糸原 次之 雲泉 島根県 清水 直美 千葉県

岩室 富美雄 晃文 福岡県 香西 孝史 建卯 徳島県

佐藤 志津江 瑤華 新潟県 後藤 策太郎 愛知県

當山 武 奇雲 埼玉県 三戸 喜義 正就 山口県

関 みほ子 白雨涼風 栃木県 岩﨑 行人 南山 奈良県

能登 外茂次 梯舟 石川県 望月 たみ江 紫漣 山梨県

橋村 鴻志 長崎県 植林 和夫 福井県

坂上 貞夫 葉越 神奈川県 川口 桂子 栃木県

浜小路 俊弘 大分県 塚越 義幸 杉水 埼玉県

上村 正勝 竹山 広島県 岸本 秀則 岳秀 長野県

中島 昭代 蘭水 福岡県 萩原 文江 紫香 群馬県

竹村 道野 鴦秀 高知県 田中 靖 東京都

武田 昌孝 静山 山形県

峰村 鉄男 柏風 長野県 伊藤 あけみ 桜朱 福岡県

岡本 利昭 大阪府 巽 幸雄 愛知県

盆子原 正子 春雪 島根県 野口 博美 松子 徳島県

松浦 稔 白遊 徳島県 稲葉 辰馬 静岡県

都築 はつ子 景祐 徳島県 乾 佐江 幽香 大阪府

吉田 雅孝 東山 佐賀県 佐藤 賢太郎 秋田県

齋藤 昌枝 涼祥 栃木県 矢須 雅進 宕山 茨城県

今井 絹江 帛扇 群馬県 田高 一成 龍拙 島根県

髙橋 今朝松 圡筆 群馬県 泉田 洽 新潟県

中村 和德 友泉 福岡県 山根 良房 葭州 山口県

瀧川 智志 越山 神奈川県 酒迎 天信 醉仙 大分県
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高嶋 睦徳 睦風 香川県 坂田 和子 鵬遊 新潟県

廣瀬 百合子 琳風 三重県 伊藤 香代 新潟県

石川 上 山雲 埼玉県 瀧澤 美代子 新潟県

上原　 稔生 青村 埼玉県


