
 

 

ふじのくに芸術祭 2019（第 59回静岡県芸術祭）美術部門書道展 入賞作品一覧 

賞名 作品名 種別 氏名 市町名 

静岡県 

芸術祭賞 
杜甫詩一節 漢字 芹澤 翔華 埼玉県富士見市 

朝日新聞社

賞 
転生 前衛 佐野 成風 藤枝市 

奨励賞 

(10) 

清人詩 漢字 後藤 彩鵬 磐田市 

杜少陵詩 漢字 鈴木 鳳苑 富士市 

黄庭堅詩 漢字 井上 鐘硯 駿東郡長泉町 

七言二句 漢字 見城 正訓 静岡市清水区 

李白詩 漢字 戸本 松庭 焼津市 

懐 少字数 藍澤 優依 沼津市 

万葉のうた かな 溝口 紅蘭 静岡市葵区 

小倉山 かな 榑松 白瑛 菊川市 

青い時 
近代詩

文 
岩﨑 陽子 浜松市東区 

土壺 少字数 服部 開介 藤枝市 

準奨励賞 

(14) 

王維詩 
漢字系

調和体 
芦川 臨泉 浜松市中区 

錢秉鐙詩 漢字 笠原 清鵞 掛川市 

萬物逆旅 篆刻 三森 春蘭 藤枝市 

王維詩 漢字 飯田 郁江 磐田市 

秋鴈（区大相詩） 漢字 村田 白葉 袋井市 

王士禎詩 漢字 古谷 紫水 富士市 

王維詩 漢字 平松 春麗 島田市 

白楽天詩 漢字 望月 竹溪 静岡市清水区 

和歌三首 かな 広住 花岳 静岡市清水区 

あきのたの かな 伊藤 節子 浜松市中区 

三十六人撰のうた かな 土屋 一美 静岡市葵区 

沸 少字数 松田 千枝 三島市 

KAKU 前衛 大石 幸徑 島田市 

 少字数 近藤 粋月 焼津市 



賞名 作品名 種別 氏名 市町
入選 梅花 漢字 加藤　桂谷 浜松市北区
入選 新城道中 漢字 柴谷　峰花 浜松市東区
入選 春日耕者 漢字 三田　流生 浜松市中区
入選 文徵喋明詩 漢字 吉田　華泉 浜松市東区
入選 范成大詩 漢字 西岡　禾翔 袋井市
入選 天地は かな 相羽　早知子 浜松市南区
入選 里の秋 かな 板倉　由枝 浜松市中区
入選 あらし吹く嶺 かな 大石　悦子 浜松市中区
入選 斎藤茂吉のうた かな 鈴木　紫苑 浜松市浜北区
入選 若山牧水のうた かな 関塚　依己 磐田市
入選 夏くさの かな 長尾　涌泉 磐田市
入選 星合 かな 星野　晃範 浜松市中区
入選 さくら花 かな 村井　麻子 掛川市
入選 萩の花 かな 村松　琴丘 浜松市浜北区
入選 郭公 かな 市川　恒子 浜松市天竜区
入選 春の夜は かな 大箸　美江子 浜松市天竜区
入選 曹鄴詩 漢字系調和体 戸塚　龍玄 磐田市
入選 坂村真民の詩 漢字系調和体 中村　三寶 浜松市西区
入選 富士の山 近代詩文 白倉　青峯 浜松市浜北区
入選 原爆詩集 近代詩文 島村　藤香 浜松市中区
入選 雨の朝 近代詩文 鈴木　龍坡 浜松市中区
入選 幻 少字数 福田　江樹 浜松市南区
入選 涌泉 少字数 大竹　久美子 浜松市浜北区
入選 驚魂動魄 篆刻 鈴木　雅子 浜松市中区
入選 李白詩 漢字 中村　心泉 浜松市西区
入選 杜甫詩 漢字 土屋　美幸 浜松市西区
入選 杜甫詩 漢字 稲垣　方柳 磐田市
入選 白居易詩 漢字 片岡　慧流 浜松市西区
入選 蘇東坡詩 漢字 三輪　美桜 浜松市南区
入選 李白詩 漢字 鈴木　紫園 掛川市
入選 小篆綦母潜五言律詩 漢字 渡瀬　大麦 浜松市南区
入選 梁寅詩 漢字 村越　弘鷹 浜松市東区
入選 杜甫詩 漢字 鈴木　美帆 浜松市東区
入選 陸游詩 漢字 齋藤　真澄 浜松市西区
入選 王維詩 漢字 富田　桃香 浜松市南区
入選 韓愈詩 漢字 古橋　聡春 浜松市西区
入選 王維詩 漢字 坂庭　心禾 浜松市南区
入選 岑參詩 漢字 山下　明香 浜松市西区
入選 李白詩 漢字 日内地　芳翠 浜松市南区
入選 杜甫詩 漢字 久米　嘉清 浜松市中区
入選 杜甫詩 漢字 斎須　麗月 浜松市中区
入選 杜審言 漢字 美和　草扇 浜松市南区
入選 張問陶詩 漢字 牧野　桃泉 湖西市
入選 范成大詩 漢字系調和体 小野田　青彩 湖西市
入選 高啓詩 漢字 佐藤　潮苑 湖西市
入選 鄭獬詩 漢字 谷中　桃心 湖西市
入選 謝榛詩 漢字 飯田　彩香 湖西市
入選 袁枚詩 漢字 川瀬　彩禾 浜松市中区
入選 篆書五言聯 漢字 大澤　鷲峰 浜松市西区
入選 呉蘭雪詩 漢字 河合　晃華 浜松市西区
入選 王維詩 漢字系調和体 染谷　白梅 湖西市
入選 春の予感 近代詩文 川口　雅心 浜松市中区
入選 篆刻 中川　芳庭 浜松市浜北区
入選 桐江 漢字 奈良　華苑 富士宮市
入選 富士山の詩 漢字 杉山　紫陽 富士宮市
入選 温庭筠詩 漢字 小澤　春鵝 静岡市清水区
入選 良寛詩 漢字 堀尾　游苑 静岡市清水区
入選 李白詩 漢字 植田　翠光 静岡市清水区
入選 白居易詩 漢字 原田　春佳 静岡市清水区
入選 李太白詩 漢字 白鳥　瑶月 富士市
入選 李商隠詩 漢字 赤池　三紀 富士市
入選 漢字 藤田　翠苑 富士市
入選 陳子昂詩 漢字 鈴木　天城 富士市
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入選 木曽自詠歌三首 かな 鈴木　春翠 富士市
入選 江戸雪うた 近代詩文 羽倉　子風 静岡市葵区
入選 椰子の實 近代詩文 橋本　美香 伊豆市
入選 候鳥囘歸 近代詩文 菅井　智惠子 熱海市
入選 鰊 近代詩文 大舘　尚苑 熱海市
入選 光と影 近代詩文 川口　光春 伊豆の国市
入選 斬釘截鐡・風清弊絶 篆刻 小澤　濬僊 富士市
入選 練字一節（文心雕龍） 漢字 青木　雪峰 静岡市葵区
入選 王維詩 漢字 大鐘　柊光 島田市
入選 山居月夜 漢字 野口　明翠 藤枝市
入選 萬首唐人絶句 漢字 小林　多苑 静岡市駿河区
入選 昨日異今日 漢字 伊東　洋子 静岡市葵区
入選 見 少字数 神谷　萬象 静岡市葵区
入選 霞 少字数 佐藤　和枝 伊豆市
入選 波動 少字数 長谷川　千春 藤枝市
入選 救 少字数 好司 富士宮市
入選 愁 少字数 村瀬　栄子 埼玉県狭山市
入選 鴇 少字数 平岡　大朴 静岡市葵区
入選 呼 少字数 朝比奈　妙子 静岡市葵区
入選 草 少字数 青木　慧子 静岡市葵区
入選 窟 少字数 泉　諒治 静岡市清水区
入選 芳 少字数 栗林　悠歩 静岡市葵区
入選 雲 少字数 是永　由乃 静岡市葵区
入選 快 少字数 高橋　香澄 静岡市葵区
入選 風 少字数 竹下　弥央 静岡市葵区
入選 海月 少字数 寺田　瑞歩 静岡市葵区
入選 一息 少字数 鈴木　美恵子 静岡市葵区
入選 手 少字数 殿岡　春苑 静岡市葵区
入選 発 少字数 藤井　郁代 静岡市葵区
入選 悠 少字数 村上　佳代子 静岡市駿河区
入選 砂山 少字数 安池　春芳 静岡市葵区
入選 君子懷德 篆刻 望月　大穹 静岡市清水区
入選 篆刻 福田　典竹 静岡市清水区
入選 篆刻 宇佐美　湾山 静岡市清水区
入選 追求 前衛 松永　明峰 静岡市葵区
入選 希望による 前衛 杉山　三峰 静岡市清水区
入選 稲妻 前衛 小池　圭 静岡市清水区
入選 黄庭堅詩 漢字 實石　玲杏 焼津市
入選 元好門詩 漢字 菊田　玲蘭 焼津市
入選 陶渕明詩 漢字 飯田　春雪 静岡市葵区
入選 在廣聞崔・馬二御史並登相臺 漢字 鈴木　秀雲 富士市
入選 朝日今・・・・・ かな 平田　雅仙 下田市
入選 あしたより かな 藤本　恵子 静岡市葵区
入選 こころなき・・・ かな 目秦　魁舟 浜松市東区
入選 秋歌八首 かな 渡辺　貴彦 静岡市清水区
入選 冬の来て かな 柴田　翔玉 静岡市清水区
入選 月影 かな 村松　由恵 静岡市清水区
入選 秋ふかき かな 竹本　秀慧 静岡市葵区
入選 かりの羽風 かな 伏見　春溪 静岡市清水区
入選 葉隠れに・・・・ かな 風間　花篁 静岡市清水区
入選 百人一首 かな 舟橋　邦子 静岡市清水区
入選 天の川 かな 奈良橋　淳子 三島市
入選 じかんが・・・・・ 近代詩文 和田　大基 静岡市葵区
入選 岳 少字数 河野　樹 静岡市葵区
入選 出 少字数 菊本　七海 静岡市葵区
入選 Gentian(龍胆） 前衛 大瀧　夏葉 静岡市清水区
入選 蒼空 前衛 望月　那奈 静岡市清水区
入選 綏和 前衛 伏見　夏紀 静岡市清水区
入選 Galaxy（銀河） 前衛 谷津　明祈 静岡市葵区
入選 粹美 前衛 熊谷　莉子 静岡市駿河区
入選 KANZEN(寒蟬） 前衛 小林　未来 静岡市葵区
入選 彩雲 前衛 山梨　妃奈 静岡市葵区
入選 玉樹 前衛 伏見　菜穂 静岡市清水区
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入選 MANJU（満樹） 前衛 城谷　美羽 静岡市葵区
入選 遠雷 前衛 石川　葉月 静岡市葵区
入選 月輪 前衛 國島　明純 静岡市清水区
入選 曹学佺詩 漢字 勝亦　蘭汀 富士市
入選 王維詩 漢字 森　翠燿 静岡市清水区
入選 袁枚詩 漢字 黒澤　亜純 焼津市
入選 厳維詩 漢字 中村　遙洸 静岡市駿河区
入選 王漁洋詩 漢字 南條　瑶泉 静岡市葵区
入選 韋元旦詩 漢字 北松　翠瑶 静岡市葵区
入選 董嗣成詩 漢字 石川　谿草 静岡市駿河区
入選 薛瑄詩 漢字 青島　晴瀾 静岡市葵区
入選 朱夢炎詩 漢字 松永　葵心 静岡市葵区
入選 王維詩 漢字 静岡市清水区
入選 七言律詩 漢字 小林　信翠 静岡市葵区
入選 陶渕明詩 漢字 青山　葉子 静岡市駿河区
入選 かねてより かな 奥島　美苗 静岡市駿河区
入選 古今和歌集 かな 望月　紫江 静岡市清水区
入選 山家集より かな 小柳　麗江 静岡市葵区
入選 今日はたゞ・・・ かな 小西　曄泉 静岡市葵区
入選 伊勢物語抄 かな 清　悛玲 富士市
入選 吾木香 かな 片平　溪雨 静岡市清水区
入選 連 少字数 山梨　真澄 静岡市清水区
入選 無窮 少字数 安間　玉麗 静岡市葵区
入選 媚 少字数 鷲巣　千里 静岡市駿河区
入選 威 少字数 榊原　橘花 静岡市葵区
入選 少字数 太田　月虹 静岡市駿河区
入選 李白詩 漢字 杉山　大樹 静岡市葵区
入選 万葉のうた かな 小林　祥山 静岡市葵区
入選 和歌二首 かな 杉本　親峰 静岡市葵区
入選 吹くからに かな 西村　玉芳 静岡市葵区
入選 わが肖子か かな 杉山　弘翠 静岡市駿河区
入選 海原のおきへに かな 髙田　杏華 三島市
入選 夏の夜の かな 森　啓碩 静岡市葵区
入選 おもはぬに かな 松永　梢翆 静岡市葵区
入選 みよしのは かな 小澤　芳翠 静岡市葵区
入選 海原の かな 鈴木　華園 静岡市葵区
入選 西行のうた かな 飯塚　優香 静岡市駿河区
入選 かな 平田　藍水 磐田市
入選 春日野は かな 杉村　紅鈴 島田市
入選 この里に かな 松田　紅雪 静岡市葵区
入選 さみだれの かな 中田　琴花 静岡市駿河区
入選 行 少字数 望月　すず江 静岡市清水区
入選 鳴鳳在樹 篆刻 加藤　綾翠 静岡市葵区
入選 梅堯臣詩 漢字 小池　紫鴻 焼津市
入選 曹植詩 漢字 二宮　奏烟 藤枝市
入選 曹植詩 漢字 福島　紫奏 焼津市
入選 寒山詩 漢字 水野　愁霞 焼津市
入選 王安石詩 漢字 伊藤　北翠 焼津市
入選 王安石詩 漢字 山田　彩奏 焼津市
入選 曹植詩 漢字 守屋　桃粋 焼津市
入選 陶淵明詩 漢字 鈴木　蚕袖 焼津市
入選 漢字 梅原　鷗久 焼津市
入選 儲光羲詩 漢字 林　桐翠 富士市
入選 杜甫詩 漢字 阿部　桂香 富士市
入選 王維詩 漢字 大野　瑾華 富士市
入選 漢字 鈴木　桂華 富士市
入選 曹植詩 漢字 土屋　萩香 沼津市
入選 李頎詩 漢字 本多　玉蘭 富士市
入選 李白詩 漢字 西島　春華 静岡市清水区
入選 白楽天詩 漢字 栗田　華径 静岡市清水区
入選 陶渕明詩 漢字 松本　紫翠 焼津市
入選 高啓詩 漢字 橋本　翠揚 富士市
入選 杜甫詩 漢字 榛葉　恵翠 掛川市
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入選 杜甫詩 漢字 齋藤　翠雨 富士宮市
入選 李頎詩 漢字 髙村　紫香 御殿場市
入選 李白詩 漢字 吉村　琴麗 富士市
入選 杜甫詩 漢字 田中　明樹 榛原郡吉田町
入選 李白詩 漢字 松浦　梢風 静岡市清水区
入選 李商隠詩 漢字 櫻井　春光 浜松市中区
入選 王維詩 漢字 笹埜　鮮翠 焼津市
入選 漢詩　七言二句 漢字 大石　俊峯 浜松市中区
入選 杜甫詩 漢字 古川　泰仙 静岡市葵区
入選 李白詩 漢字 坪井　硯山 藤枝市
入選 黄庭堅詩 漢字 沖　黎翠 御前崎市
入選 月夜・柳絮　２首 漢字 木村　笹雪 三島市
入選 王維詩 漢字 藤原　麗風 磐田市
入選 杜甫詩 漢字 藤野　翔麗 牧之原市
入選 李曄詩 漢字 窪野　水香 掛川市
入選 胡謐 漢字 鈴木　飛泉 富士宮市
入選 高青邱詩 漢字 加藤　祥華 富士宮市
入選 黄閠詩 漢字 渡邉　祥華 富士市
入選 漢字 後藤　里果 富士宮市
入選 漢字 斉藤　玲月 富士市
入選 孫欣詩 漢字 長野　天曉 島田市
入選 杜子美詩 漢字 永嶋　妙漣 静岡市駿河区
入選 野望 漢字 新井　潭月 静岡市駿河区
入選 北青蘿 漢字 長野　青蘭 島田市
入選 送鄭判官 漢字 石橋　真梨恵 静岡市清水区
入選 李白詩 漢字 野々山　鶴僊 静岡市葵区
入選 陶淵明詩 漢字 望月　碧雲 富士市
入選 寒山詩 漢字 伏見　史子 静岡市駿河区
入選 和歌三首 かな 甲斐　祥園 静岡市清水区
入選 和歌三首 かな 戸塚　明苑 静岡市駿河区
入選 八重咲ける他三首 かな 増田　佳栁 焼津市
入選 ふねよする かな 村松　幸己 富士宮市
入選 くもはみな かな 岩堀　春翠 富士宮市
入選 山しげみ かな 奥田　麗花 富士市
入選 わが心 かな 丹羽　凌園 藤枝市
入選 和歌三首 かな 室伏　華琉 富士市
入選 和歌五首 かな 坪井　溪月 静岡市駿河区
入選 泣菫詩 漢字系調和体 永野　藍泉 牧之原市
入選 花遍路 漢字系調和体 鈴木　藍泉 静岡市駿河区
入選 島崎藤村詩 漢字系調和体 古川　倖帆 静岡市駿河区
入選 春光の中で 近代詩文 名倉　栄梨 浜松市東区
入選 悠久ノ静寂ノ中ニ 近代詩文 松下　耕山 浜松市北区
入選 打ちそこねた釘が首を曲げた 近代詩文 杉本　瑠美 裾野市
入選 桜狩 少字数 藁科　無涯 藤枝市
入選 可施 少字数 萩原　悠香 焼津市
入選 光蔵 少字数 梅原　光峯 焼津市
入選 此道 少字数 良知　春峯 焼津市
入選 古徹 少字数 良知　峯月 焼津市
入選 有為 少字数 鈴木　汰一 焼津市
入選 開花 少字数 薮崎　和士 藤枝市
入選 珠星 少字数 大谷　更紗 焼津市
入選 花紅 少字数 佐藤　慶 富士市
入選 千紫萬紅 少字数 望月　勝久 静岡市清水区
入選 跡 少字数 朝井出　桃子 浜松市東区
入選 淺 少字数 江本　桃子 沼津市
入選 溢 少字数 風岡　将平 富士宮市
入選 處 少字数 鈴木　拓馬 駿東郡長泉町
入選 悠 少字数 飛奈　祐紀 富士市
入選 流 少字数 中村　海鈴 駿東郡清水町
入選 陽 少字数 森田　裕美 富士市
入選 刻 少字数 渡邉　麗美 富士宮市
入選 帰 少字数 外山　祐羽 伊豆の国市
入選 為 少字数 内田　佑里 御殿場市
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入選 耀 少字数 渡邉　彰子 駿東郡清水町
入選 威 少字数 伊藤　杏夏 三島市
入選 不断 少字数 篠原　千明 賀茂郡西伊豆町

入選 一瞬 少字数 村上　貴美子 三島市
入選 無憂楽性場 篆刻 佐藤　七海 沼津市
入選 １９－ＳＨＵ－７ 前衛 小杉　修史 静岡市清水区
入選 風 前衛 小塚　雲翠 静岡市駿河区
入選 なぜ 前衛 園田　啓子 島田市
入選 いま 前衛 大石　愛花 藤枝市
入選 「回」による作品No2 前衛 長島　毬果 藤枝市
入選 オリジン 前衛 大石　恵子 島田市
入選 最愛の 前衛 鈴木　光波 島田市
入選 あゆむ 前衛 片山　恵草 藤枝市
入選 心のふるさと 前衛 村松　極水 藤枝市
入選 おとぎ話 前衛 古市　大圓 藤枝市
入選 予感 前衛 井澤　懐玉 藤枝市
入選 李白詩 漢字 佐野　鳳春 富士宮市
入選 良寛詩 漢字 青野　游心 焼津市
入選 杜甫詩 漢字 山岡　栄華 静岡市駿河区
入選 李白詩 漢字 藤田　慎堂 焼津市
入選 李白詩 漢字 長谷川　香扇 焼津市
入選 漢字 村松　春香 焼津市
入選 李白詩 漢字 増田　杏華 榛原郡吉田町
入選 李白詩 漢字 増田　聖流 焼津市
入選 岑参詩 漢字 高橋　花游 焼津市
入選 王維詩 漢字 髙橋　翠泉 焼津市
入選 陶潜詩 漢字 鈴木　春溪 浜松市南区
入選 元好問詩 漢字 南城　翠苑 焼津市
入選 杜甫詩 漢字 星野　玲扇 島田市
入選 宋之問詩 漢字 野村　翔光 菊川市
入選 李頎詩 漢字 赤堀　紫風 静岡市葵区
入選 山部赤人の詩 漢字系調和体 川瀬　雪華 浜松市西区
入選 李白詩 漢字系調和体 山﨑　慧琴 御前崎市
入選 白秋のうた かな系調和体 赤堀　蘭翠 焼津市
入選 草 前衛 井上　桂月 浜松市東区
入選 旅 前衛 鈴木　華泉 浜松市東区
入選 一筋の鎖 前衛 中澤　立豊 島田市
入選 まるによる 前衛 杉木　古南 焼津市
入選 筆 前衛 鈴木　秋水 牧之原市
入選 喜 前衛 山岡　花琉 牧之原市
入選 花 前衛 マダマ　真理子 牧之原市
入選 王維詩 漢字 髙木　千春 藤枝市
入選 蘇軾詩 漢字 大木　麗泉 藤枝市
入選 董其昌 漢字 村松　一葉 焼津市
入選 杜甫詩 漢字 楠ヶ谷　華仙 掛川市
入選 閔麟嗣 漢字 小泉　玲洸 藤枝市
入選 杜甫詩 漢字 太田　圭豊 島田市
入選 王維詩 漢字 浅原　香影 島田市
入選 漢字 田中　琴泉 島田市
入選 李白詩 漢字 赤堀　桃扇 藤枝市
入選 杜甫詩 漢字 増田　蘭香 焼津市
入選 杜甫詩 漢字 佐竹　寿溪 焼津市
入選 杜甫詩 漢字 長房　一紫 焼津市
入選 許渾詩 漢字 上山　積翠 藤枝市
入選 きさらぎの かな 安間　千明 掛川市
入選 桃の花びら かな 堀越　桂子 藤枝市
入選 咲け！ 前衛 青野　竹佳 静岡市清水区
入選 林鴻詩 漢字 寺澤　鈴翠 掛川市
入選 劉基詩 漢字 榛葉　麗雅 掛川市
入選 朱國祚詩 漢字 伊東　丹磎 掛川市
入選 汪琬詩 漢字 後藤　祐月 浜松市西区
入選 傅梅詩 漢字 竹下　素子 磐田市
入選 李徳詩 漢字 飯倉　秀水 磐田市
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入選 遊春 漢字 鈴木　光邨 磐田市
入選 李夢陽詩 漢字 山本　聖月 磐田市
入選 嘉陵江 漢字 西尾　磐翠 磐田市
入選 趙士諤詩 漢字 野尻　春華 磐田市
入選 題西明寺僧院 漢字 藤田　葉子 袋井市
入選 呉偉業詩 漢字 村松　道愉 掛川市
入選 おく山に かな 大石　のぶ子 磐田市
入選 茂吉の歌 かな 西川　恵楓 掛川市
入選 白雲や かな 戸塚　章子 袋井市
入選 和歌（二首）古をうらやむ心うすらぎて他一首 かな 山下　尚苑 袋井市
入選 凄 少字数 星野　洵明 磐田市
入選 天呼 少字数 鈴木　豊昌 磐田市
入選 「織」 少字数 鈴木　有紀 磐田市
入選 雲 少字数 鈴木　敦子 袋井市
入選 感 少字数 村松　弘華 袋井市
入選 群 少字数 夏目　祥舟 袋井市
入選 鳳 前衛 諸井　光雪 磐田市
入選 梯橋 漢字 市川　晃彩 浜松市浜北区
入選 王維詩 漢字 横田　嶺翠 浜松市浜北区
入選 陶淵明詩 漢字 山崎　麗水 浜松市南区
入選 夕立の かな 笠原　翠玉 掛川市
入選 篆刻 浜松市中区
入選 姜廷梧詩 漢字 原﨑　春影 島田市
入選 區大相詩 漢字 川村　紫香 島田市
入選 飲中八仙歌 漢字 滝口　子雲 島田市
入選 杜甫詩 漢字 神間　里子 島田市
入選 秦道然詩 漢字 大澤　玲泉 島田市
入選 短歌行 漢字 田中　曲水 藤枝市
入選 錢謙益詩 漢字 鈴木　玲菜 島田市
入選 むらさきの かな 朝枝　紫香 掛川市
入選 良寛詩 漢字系調和体 弓岡　秋穂 島田市
入選 梅花の歌 漢字系調和体 村越　雲龍 浜松市東区
入選 船越淑子句 近代詩文 菊川市
入選 竹露 少字数 齋藤　敏美 愛知県豊川市
入選 如水 少字数 鈴木　尚香 島田市
入選 凍裂 少字数 増田　景水 焼津市
入選 山河 少字数 半田　喜久代 榛原郡吉田町
入選 飛 少字数 冨永　忠夫 島田市
入選 秋のうた かな 渡邉　晃身 富士宮市
入選 王維詩 漢字 山本　翠龍 駿東郡清水町
入選 李白詩 漢字 西山　翠光 沼津市
入選 李白詩 漢字 天野　翠峰 沼津市
入選 陳子昻 漢字 石井　春径 駿東郡長泉町
入選 陳子昻詩 漢字 小野　光倫 沼津市
入選 劉崧詩 漢字 梶井　香龍 沼津市
入選 岑参詩 漢字 片山　茜草 三島市
入選 漢字 堀川　梨華 沼津市
入選 杜審言詩 漢字 杉山　輝風 駿東郡長泉町
入選 咏史八首 漢字 後藤　美香 沼津市
入選 朝桜ほろほろと五月哉 かな 三島市
入選 花の香を風のたより かな 裾野市
入選 ほのぼのと・・・・ かな 杉﨑　ひさ 伊豆の国市
入選 島崎藤村の詩 漢字系調和体 渡邊　春岬 駿東郡長泉町
入選 河 少字数 高橋　直嗣 沼津市
入選 杜甫詩 漢字 橋本　泉洲 焼津市
入選 漢詩 漢字 伊藤　昭午 藤枝市
入選 山家集より，花の色は… かな 増井　八千代 藤枝市
入選 漢字 伊藤　東海 浜松市中区
入選 遊保国寺 漢字 小田　一洗 静岡市葵区


