
招待作家　一般部

氏　　名 号 氏　　名 号

寺本　博 雪峰 島根県 三宅　宣士 江長 岡山県

中山多美男 靑峰 香川県 吉竹　知春 知山 福岡県

小野　省三 晃園 群馬県 稲田　文子 盟華 愛媛県

篠崎　義道 城詠 福岡県 元井　民夫 神瑛 新潟県

岡崎　勝郎　 神奈川県 西森　良進 松月 兵庫県

岡田　泰男 泰山 神奈川県 横山　稔 岳聲 長野県

安田　豊作 佳舟 千葉県 齋藤　清次 馭風 群馬県

髙橋　延雄 澄泉 群馬県 小川　忠治 長風 三重県

鍋島　峯雄 白峰 高知県 瀧川　智志 越山 神奈川県

中山　慶司 啓山 滋賀県 関森　正徳　 新潟県

酒迎　天信 醉仙 大分県 鈴木　芳枝　 新潟県

西村　杏子 紫翠 福岡県 平山　乂　 愛知県

須賀　昌五 楠舟 群馬県 首藤　南朝 祖岳 大分県

井川　徹子 碧漣 兵庫県 盆子原正子 春雪 島根県

泉田　洽　 新潟県 八尋　憲治 西莊 福岡県

河合　正三 幽岳 大分県 森田　元久 玄岳 大分県

平塚　純造 孤朴 埼玉県 神保　宏子　 新潟県

中川　昭夫　 兵庫県 上田美穂子 松花 徳島県

古庄　健人 帶山 福岡県 上村　正勝 竹山 広島県

矢野　民子 秀明 愛媛県 瀧澤美代子 皚峯 新潟県

仲原　剛 嘯真 福岡県 大山　昭 鍾楽 埼玉県

大森　一廣 基舟 福岡県 寺島　芳永 淸山 長野県

古田　茂 耳雲 愛知県 北畠　能房　 石川県

鍵山　壽朗 壽芳 高知県 佐藤　素子 龍泉 群馬県

寺坂　正子 清瑤 大阪府 髙野　智隆 城隆 福岡県

荒木たま江 瓊風 群馬県 松岡　孝 點水 大阪府

山根　良房 葭州 山口県 秦　　英乗 筑山 福岡県

八尋美恵子 雪月 福岡県 福田登志男　 長崎県

香月　孝子 淸光 福岡県 堀　志ずえ 岳桂 長野県

髙木チヱ子 鳳榮 愛媛県 釋　　孝俊 雪溪 兵庫県

山本　定道 清晨 愛媛県 來住　昇 浩秀 福岡県

宮前外彌旺 明鳳 石川県 大谷　明史　 神奈川県

藤川俊二郎 秋峰 長崎県 吉崎　正基 八峯 大分県
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橋村　鴻志　 長崎県 妹尾　好夫 暸孝 兵庫県

牛島　景資 豊曻 福岡県 遠藤　隆　 静岡県

石黒　清治　 栃木県 鈴木　教良　 栃木県

樋口　敦士 文享 東京都 福田　暢　 三重県

猪狩　立雄 雄山 埼玉県 久保田ひさ子　 石川県

吉田喜一郎 南畝 新潟県 髙橋　睦美　 東京都

岡嶋かずえ 玲宝 福岡県 伊藤　香代　 新潟県

赤堀　文子　 静岡県 伊藤あけみ 桜朱 福岡県

杉山　慶子　 東京都 糸原　次之 雲泉 島根県

小島　利枝 旭優 京都府 巽　　幸雄　 愛知県

田中　康夫 旭蓬 京都府 岡部　徳子 蕙華 群馬県

松浦　稔 白遊 徳島県 熊井　幸雄 岳侑 長野県

濱田　昇 舟石 香川県 須藤　清人 酔雲 千葉県

岩室富美雄 晃文 福岡県 島倉　弘　 新潟県

小井圡政世 松風 群馬県 河田　昇平 錦峰 岐阜県

中　　誠治 白嶺 石川県 小野里春子 春風 群馬県

佐藤　文子　 栃木県 今井　利美 天真 群馬県

清水　直美　 千葉県 水谷　浩二 淸風 名古屋

齋藤　昌枝 栃木県 岩﨑　行人 南山 奈良県

大嶋　初子 南舟 群馬県 髙橋　加奈　 高知県

衛藤　郁郎 岳堂 大分県 坂田　和子 鵬遊 新潟県

村松　輝夫 希山 長野県 津野　純一 勁草 大分県

原　　美智子 紅豆 徳島県 渡邊　和幸 篁堂 兵庫県

能登外茂次 梯舟 石川県 三戸　喜義 正就 山口県

谷村　正俊 靑波 福岡県 髙津　有二 恭堂 神奈川県

藤田　佳男 紫堂 東京都 村上　春美 英峰 福岡県


