
都道府県 都道府県

青木 梧桐 栃木県 白井 青雲 愛知県

水野 卓 神奈川県 浜﨑 摂蓼 兵庫県

野田 緑風 岐阜県 北畠 能房 石川県

榊原 靖仁 愛媛県 篠田 駿霊 大分県

国分 獅健 埼玉県 大山 鍾楽 埼玉県

吉竹 知山 福岡県 宮前 明鳳 石川県

東井 儀洲 長野県 小笠原 薫岳 埼玉県

吉田 竹妍 大分県 嶌川 拓仙 愛媛県

寺本 雪峰 島根県 西田 勝昭 大分県

岡崎 勝郎 神奈川県 峰村 柏風 長野県

岡田 泰山 神奈川県 中村 友泉 福岡県

竹本 彩虹 山口県 牛山 香流 神奈川県

片岡 竹泉 大阪府 小須田 藝舟 群馬県

松沢 吟岳 山梨県 濵﨑 厚子 鳥取県

川久保 昭雄 長崎県 吉田 南畝 新潟県

八尋 西莊 福岡県 出田 白穂 兵庫県

會沢 伯韻 茨城県 積山 山中 大阪府

清水 蕗山 千葉県 鈴木 葉舟 石川県

松田 峰代 愛媛県 佐倉 旭學 京都府

鎗尾 尚美 兵庫県 鈴木 鱸前 栃木県

渡部 祥峰 栃木県 白根 桂月 兵庫県

元井 神瑛 新潟県 北嶋 雅信 福井県

青柳 尭浩 山梨県 小林 迪雄 神奈川県

丹下 和幸 神奈川県 宇野 竹窓 神奈川県

西田 邱山 石川県 日置 盧山 福岡県

渡辺 荻城 新潟県 青野 柳村 静岡県

今井 凌軒 新潟県 一由 沙鷗 長野県

岡部 蕙華 群馬県 伊藤 泉山 京都府

池内 ふさ子 三重県 菅井 和子 茨城県

北村 臥龍 長野県 武田 湖南 岡山県

氏　名 氏　名

入選者・一般部



都道府県 都道府県氏　名 氏　名

入選者・一般部

安藤 清和 愛知県 藤永 一輝 徳島県

黒澤 桂風 群馬県 石川 陽山 栃木県

中谷 美幸 奈良県 山崎 貞子 新潟県

小島 旭優 京都府 川端 陽春 兵庫県

石田 愚庵 京都府 小井土 道風 群馬県

亀山 洋司 栃木県 日野 寛岳 福岡県

都司 正三 大阪府 三橋 信博 石川県

長尾 竹綾 愛媛県 笠原 盈照 岡山県

廣瀬 七彩 山梨県 内山 園祥 新潟県

槌田 実風 兵庫県 東 要 石川県

坂上 葉越 神奈川県 須藤 酔雲 千葉県

首藤 祖岳 大分県 阿部 清岳 大分県

久保田 春美 長野県 敦見 スズシ 兵庫県

松岡 點水 大阪府 福本 白山 兵庫県

若杉 貞山 長野県 宮島 敏明 新潟県

武田 二世静山 山形県 久保田 ひさ子 石川県

高田 宗治 神奈川 白鳥 忠彦 群馬県

桝形 昭龍 山梨県 髙山 栖竹 山梨県

芦田 芳苑 山梨県 大栗 敬雲 長崎県

檜垣 寿比古 愛媛県 稲葉 辰馬 静岡県

能登 梯舟 石川県 向殿 紫芳 東京都

和田 雲臥 長野県 加来 雅岳 兵庫県

谷本 美和子 京都府 小寺 三愚 福井県

飛田 瑞岳 茨城県 森山 岳桜 大阪府

瀧澤 皚峯 新潟県 阿部 豊洲 愛媛県

今井 天真 群馬県 小林 菅峯 長野県

布施 秀昇 福岡県 深澤 美代子 群馬県

板本 旅石 神奈川県 馬場 賴洲 熊本県

冨里 陽子 東京都 村松 希山 長野県

松田 榮岳 長野県 馬場 美津子 福井県
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岸本 秋成 大阪府 八尋 雪月 福岡県

高橋 純子 東京都 福島 梅邨 群馬県

千葉 蕃山 宮城県 安田 葩舟 石川県

上原 青村 埼玉県 奥島 極浦 兵庫県

舘 たみ子 三重県 植林 龍外 福井県

杉森 千枝美 神奈川県 島 洋子 埼玉県

池知 葉蘭 高知県 前川 沙風 兵庫県

上田 松花 徳島県 井出 亀峰 熊本県

比田井 十郎が峰 栃木県 蛭川 幸夫 宮城県

蔦 露台 東京都 川村 貞芳 高知県

太田 正杳 三重県 杉野 和子 三重県

井上 精二 埼玉県 神田 秀也 愛知県

矢須 宕山 茨城県 佐藤 賢太郎 秋田県

野田 岳豊 兵庫県 岩﨑 南山 奈良県

相原 晴美 東京都 來住 浩秀 福岡県

中臣 泥華 栃木県 藤井 健峯 福岡市


