
入選者　一般部

氏　　名 号 氏　　名 号

山下沙彌子　 青森県 伏見　朝光 岡山県

田中　靖則 穗堂 愛知県 荒木　直次 溪風 群馬県

齊藤　信行 深渓 東京都 米田　一子　 富山県

北村　英彦 蘭岳 青森県 山﨑　道子 攝道 兵庫県

西原　清人　 長崎県 栗山　友之 桃里 岡山県

青木　一夫　 栃木県 小笠原　薫 薫山 埼玉県

齋藤　實俊 南岳 福岡県 佐藤　菊枝 楽天 新潟県

松井　治美　 山梨県 佐藤志津江 瑤華 新潟県

石田　勝則 愚庵 京都府 松本　征儀 神奈川県

榊原　靖仁　 愛媛県 向井　正伸 榮祥 福岡県

関　みほ子 涼風 栃木県 弘田　了三 岳雲 京都府

若林　浩 南窗 兵庫県 柳澤　久基 岳隼 長野県

片岡　和子 竹泉 大阪府 石西　修作 雄樟 大阪府

高嶋　睦徳 睦風 香川県 増岡　康毅 光風 福岡県

篠田　俊二 駿霊 大分県 寺田　準 岳峰 長野県

稲本　文雄 白文 神奈川県 福間由美子 蘭染 島根県

中西　正乙 優鐘 兵庫県 日野　寛 寛風 福岡県

山口　悦 素香 愛知県 竹中　淑子 玉理 東京都

吉永　学弘　 大阪府 蛭川　幸夫　 宮城県

齋藤　憲 日岑 福井県 吉田 　雅孝 東山 佐賀県

山崎　博子　 新潟県 和田　肇允　 東京都

田中　敏夫 松石 大阪府 副島　陽子 桜敢 佐賀県

和田　宏子 洋景 静岡県 杉森千枝美　 神奈川県

小林　桂子 櫻春 大阪府 岡崎　一郎 翠風 福岡県

竹本眞里子 彩虹 山口県 横山三千穂 梅仙 岐阜県

小野昭太郎 草露 秋田県 小林　弘子　 東京都

福岡　太郎 晨光 京都府 田中　久治 倚風 三重県

赤澤　邦欣 石声 新潟県 坂上　貞夫 葉越 神奈川県

菊池　健　 宮城県 瀬戸口　清 清山 福岡県

宮前二十二 圭山 岡山県 紙屋　好延　 埼玉県

武田　昌孝 二世静山 山形県 首藤　　健 石英 愛媛県

渡辺　敦 荻城 新潟県 小林　清夫 賀清風 京都府



入選者　一般部

氏　　名 号 氏　　名 号

山田　友裕　 愛知県 藤田　文夫 峰城 兵庫県

大島　善吉 麥邨 群馬県 大西　幹久 旭峰 兵庫県

川村　貞雄 貞芳 高知県 浜小路俊弘　 大分県

檜垣寿比古 愛媛県 溝口千恵子 紅楓 愛知県

津村　裕史 栄郷 大阪府 宮本　典芳 鴎蓬 兵庫県

赤星　明夫　 福井県 都司　正三　 大阪府

大森　冽子　 神奈川県 安黒　正雄 政風 島根県

大原真理子　 神奈川県 佐藤　吉雄　 大阪府

米長　重夫 石宇 山梨県 柄田　幸子 幸風 石川県

小山賢次郎 素永 大阪府 八木　和子 如水 大阪府

夏井　寛治　 新潟県 西村満知子 岳桜 長野県

鎗尾　尚美　 兵庫県 森下　智恵 風香 愛知県

谷崎　眞行 夢生 福岡県 竹内　静子 静香 群馬県

堀田　正道 泥舟 石川県 吉野　正孝　 熊本県

瀧澤　道子　 新潟県 宮元　淑 善秀 愛媛県

国分　健一　 埼玉県 長尾　鈴江　 愛媛県

小嶋明紀子　 神奈川県 青山　治 㟢山 京都府

忠津　清治 貴山 大阪府 山根　敏春 春風 宮城県

山川　治 藍田 徳島県 田村　邦彦 白羊 新潟県

千葉　隆　 長野県 當山　武 奇雲 埼玉県

木元　正彦 夕路木 東京都 浦野　護 玉胤 群馬県

小滝　弘志 岳杉 兵庫県 稲葉　章 弦岳 長野県

佐倉　冨男 旭学 京都府 濵田　龍雄 龍水 高知県

川口　義夫　 福井県 小出　忠良 岳淙 長野県

今井　絹江 帛扇 群馬県 川端　惠美 陽春 兵庫県

片倉　順子 優水 群馬県 川上　修己　 神奈川県

一由　秀範 沙鷗 長野県 清水　初男 清洲 群馬県

田中　幸雄 攝壮 兵庫県 小林　君雄 菅峯 長野県

出田恵美子 白穂 兵庫県 相場　唯志　 山形県

渡辺　和洋 岳耀 兵庫県 黛　友子 秀峰 群馬県

原　　正 正軒 東京都 細川　嘉德 嘉水 福井県

菅　　勲 湘霊 大分県 鈴木　緑 葉舟 石川県



入選者　一般部

氏　　名 号 氏　　名 号

東　　要　 石川県 田髙　一成 龍拙 島根県

小平　和子　 群馬県 藤本　宏 龍雲 徳島県

中澤　隆子 眞隆 群馬県 小林　一郎 景秀 徳島県

加納　塙寔 鵬靖 大阪府 吉田泰一郎 翔雲 徳島県

髙山　一雄 栖竹 山梨県 三浦　君江 星屑 島根県

中村　忠美 岳忠 長野県 福島　辰郎 梅邨 群馬県

高田　星司 楡溪 兵庫県 市田　嘉則 鳴鳳 徳島県

竹内　淳実 常春 静岡県 溝垣　弘子 頌彩 大阪府

横山　信夫 信雋 京都府 塚越　義幸 杉水 埼玉県

米田　堯光 豊山 三重県 佐藤賢太郎　 秋田県

西田　勝昭　 大分県 中村　和德 友泉 福岡県

末森　資枝　 兵庫県 稲葉　辰馬　 静岡県

長岡志津子 眞翠 群馬県 平山　エミ子 恵陽 福岡県

河瀬　孝夫 溪風 岐阜県 久森　忠信 正詠 三重県

武田　瑛士 湖南 岡山県 森平　利政 蘇石 群馬県

木村千鶴代　 名古屋 神　　郁恵　 三重県

西野　公人　 愛知県 館　　守信　 三重県

溝口　明男 游樂 愛知県 高木　敏男　 名古屋

百瀬　康　 長野県 中越真樹子 玉樹 高知県

馬場　守一 賴洲 熊本県 金原　幸子 景妍 徳島県

千葉　仁 蕃山 宮城県 関　　利行 篁風 群馬県

大橋　健治 虹堂 新潟県 和田　千脩 雲臥 長野県

山本　正巳 青淵 静岡県 齋藤　武 遙山 群馬県

半田　国子　 愛媛県 下山八洲夫 城逍 福岡県

山本　寛 聖賢 新潟県 藤　　武夫 逍徑 福岡県

佐々木恭子 恭女 島根県 吉永　忠行 昻石 福岡県

山崎　貞子　 新潟県 小寺加代子 碧翠 福井県

森山　明男 岳桜 大阪府 宮下　孝子 翠風 群馬県

山村　禎子 禎陽 福岡県 安田　裕子 葩舟 石川県

田邉　衛 岫岳 大分県 三橋　信博　 石川県

大谷甲子郎 岳洽 長野県 松沢　竹治 吟岳 山梨県

清水　勉 幽石 長野県 佐藤　侃司 恕風 群馬県



入選者　一般部

氏　　名 号 氏　　名 号

内山　祥江 園祥 新潟県 井関喜久子　 徳島県

藤原　稔 容海 高知県 清原　英明 穹山 広島県

伊藤美代子　 三重県 下山　公子 香琴 福岡県

植林　和夫 龍外 福井県 白根　桂子 桂月 兵庫県

池幡　新也 容伸 高知県 飯田 　将吾 周山 茨城県

神田　秀也 香風 愛知県 神原　常経 松韻 徳島県

池田　行子 松光 徳島県 有泉　一征 煌坡 山梨県

山本　武雄 鳳鳴 大阪府 菅原　幸男　 神奈川県

恒松　景子 白流 東京都 柴本　信子 忍冬 福岡県

宮岡　成夫 成蹊 大分県 亀谷　勝子 鶯風 福岡県

敦見スズシ　 兵庫県 田沼　裕樹 観水 千葉県

田中　公 松風 徳島県 藤田　修 秋風 兵庫県

坪井　憲和 捜藼 岡山県 太田　善朗 正杳 三重県

内田　紀生 龍川 福岡県 梅尾　良之 岳鶯 大阪府

中島　恒彦 淵誠 京都府 香西　孝史 建卯 徳島県

笠原　英子 盈照 岡山県 矢須　雅進 宕山 茨城県

中島　慶子 光陽 福岡県 佐野　典伸 大皓 新潟県


