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東京都知事賞・理事長賞（旧会長賞）受賞者 
（会長賞第 9 回展～第 18 回展まで，理事長賞第 19 回展新設，都知事賞第 20 回展新設） 

①･･･漢字部 ②･･･かな部 ③･･･詩文書部 ④･･･篆刻・刻字部 

 
第 9 回展 会長賞 及川 初恵 ② 

第 10 回展 会長賞 石飛 博光 ① 

第 11 回展 会長賞 第一席 金子 卓義 ① 第二席 平田 鳥閑 ③ 

第 12 回展 会長賞 矢壁 柏雲 ① 

第 13 回展 会長賞 近藤 泰龍 ① 

第 14 回展 会長賞 鈴木 一敬 ③ 

第 15 回展 会長賞 永田 青雲 ① 

第 16 回展 会長賞 第一席 川口 千恵 ② 第二席 森  桂風 ③ 

第 17 回展 会長賞 高橋 海堂 ① 

第 18 回展 会長賞 北道 秀岳 ① 

第 19 回展 理事長賞 大平 匡昭 ③ 

第 20 回展 都知事賞 大作 正子 ③ 

第 21 回展 都知事賞 荒金 大琳 ③ 理事長賞 大川寿美子 ② 

第 22 回展 都知事賞 福士 夕湖 ② 

第 23 回展 都知事賞 醍醐 春翠 ③ 理事長賞 有賀 邦彦 ③ 

第 24 回展 都知事賞 加藤 煌雪 ① 

第 25 回展 都知事賞 高草木静城 ③ 

第 26 回展 都知事賞 加藤 有鄰 ① 

第 27 回展 都知事賞 小林 恭子 ③ 

第 28 回展 都知事賞 加藤 正叙 ③ 理事長賞 千葉 和子 ② 丸山 順子 ③ 

第 29 回展 都知事賞 柳澤 章雅 ① 理事長賞 関根 鳴城 ① 

第 30 回展 都知事賞 賀村 華保 ③ 

第 31 回展 都知事賞 石塚 正子 ③ 

第 32 回展 都知事賞 吉田久実子 ② 理事長賞 中村 美梢 ③ 

第 33 回展 都知事賞 川合 玄鳳 ① 理事長賞 小畠 秋聲 ③ 

第 34 回展 都知事賞 川口 雄峰 ③ 理事長賞 宇山裕美子 ③ 

第 35 回展 都知事賞 瀧野 喜星 ③ 

第 36 回展 都知事賞 西野 溪秋 ③ 



 

(41) 

第 37 回展 都知事賞 永井 恵子 ③ 理事長賞 藤巻 昭二 ① 

第 38 回展 都知事賞 梶浦 翠巒 ③ 理事長賞 大川 一涛 ① 小林 萬鯉 ① 大島 緑水 ③ 

第 39 回展 都知事賞 鈴木 大有 ③ 理事長賞 赤熊 玉蓉 ① 江幡 太瓏 ① 矢野 鴻洞 ③ 

第 40 回展 都知事賞 山田 起雲 ① 理事長賞 石井 秀人 ① 佐藤 昭子 ③ 瀧野 時子 ③ 

第 41 回展 都知事賞 柏   聡 ③ 理事長賞 浦野 東龍 ① 吉田 陵洞 ① 佐賀 道子 ② 

第 42 回展 理事長賞 鈴木 史鳳 ① 山崎 玄剛 ① 嶋崎 一翠 ③ 山元 昭子 ③ 

第 43 回展 都知事賞 山崎 大寒 ① 理事長賞 坪内 祥浦 ① 東海林淳子 ② 高橋 栖雲 ③ 

第 44 回展 都知事賞 森  桂山 ③ 理事長賞 勝沼 玄象 ① 金子 大蔵 ① 河合 蘆洲 ① 

第 45 回展 都知事賞 長坂 石泉 ③ 理事長賞 赤澤 寧生 ① 竹村 節子 ① 廣澤 凌舟 ③ 

第 46 回展 都知事賞 鈴木 裕美 ③ 理事長賞 武田 翠裕 ① 種谷 柳雪 ① 松本 阪舟 ① 

第 47 回展 都知事賞 池田 知穂 ③ 理事長賞 今井 秋浦 ① 斎藤 大麓 ③ 中尾 春照 ③ 

第 48 回展 都知事賞 森岡 静江 ③ 理事長賞 黒田 昌吾 ① 竹本 きみ ② 湯地 菁峰 ③ 

第 49 回展 都知事賞 経澤 菁汀 ③ 理事長賞 関  祐子 ② 阿部 寿山 ③ 山本 秦鼎 ③ 

第 50 回展 都知事賞 木田 春佳 ① 理事長賞 鈴木 孔聲 ① 惣名 秀峰 ③ 兵頭 白慧 ③ 

第 51 回展 都知事賞 帯向 芳園 ③ 理事長賞 横瀬 奈美 ① 和田 遙花 ① 斎藤 和梗 ③ 

第 52 回展 都知事賞 西谷 芝蘭 ③ 理事長賞 山田 史子 ① 吉村 推陽 ① 江幡 波濤 ③ 

第 53 回展 都知事賞 枡田 真実 ① 理事長賞 清水 華溪 ① 工藤 哲哉 ③ 今 和希子 ③ 

第 54 回展 都知事賞 溝口 子静 ③ 理事長賞 喜入 彩光 ① 今野 冲岳 ① 石坂加代子 ③ 

第 55 回展 都知事賞 和田 柳穂 ① 理事長賞 西里 俊文 ③ 細川 石圃 ③ 溝  掬水 ③ 
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グランプリ受賞者  
①･･･漢字部 ②･･･かな部 ③･･･詩文書部 ④･･･篆刻・刻字部 

 

第 1 回展 大賞 岡藤 青玄① 準大賞 水島 朗琴② 野崎 幽谷③ 長  揚石④ 

第 2 回展 大賞 中川 清風① 準大賞 加藤 秋霜① 小沼 葭水① 松本 暎子② 加藤 大碩③ 

    奈良 一玄③ 千田 得所④ 

第 3 回展 大賞 明石 春浦① 準大賞 北川 稲谷① 福島 敬子② 秋葉うめ子③ 成尾 荘秀③ 

    平田 鳥閑③ 丸山 薫風③ 

第 4 回展 大賞 富田千恵子③ 準大賞 池田 朴山① 久保田江涛① 竹原 静涯① 下田 豊子② 

    我妻 緑巣③ 伊藤 祥泉③ 熊谷 華園③ 関  香斎③ 

    吉田 成堂③ 飯田 草影④ 

第 5 回展 大賞 横沢 白嶺① 準大賞 川口 千恵② 黒田 玄夏③ 毛利 寿海③ 丸山 抱玉④ 

第 6 回展 大賞 該当者なし 準大賞 二階堂北翠① 竹内 津代② 藤江 志峰③ 水野 静石④ 

第 7 回展 大賞 田中 翠鶴① 準大賞 石飛 博光① 岩崎 潮風① 浜田 孝子② 古川 奠雪③ 

    石川 錦京③ 太田 谷山④ 

第 8 回展 大賞 金子 卓義① 準大賞 坂本 静玉② 山本美智子② 高橋 海堂③ 村尾 知香③ 

第 9 回展 大賞 矢壁 柏雲① 準大賞 黒田 石鼓② 加藤 寿牛③ 森  桂風③ 阿部 無涯④ 

第 10 回展 大賞 鈴木 一敬① 準大賞 近藤 泰龍① 渡辺 翠峰③ 経沢 帰帆③ 金子 寛子③ 

    石原 草山④ 

第 11 回展 大賞 森  和風③ 準大賞 加藤 秋涛① 村形 蘭雪① 田中 末子② 安井 喜代③ 

    荒井 香雪④ 

第 12 回展 大賞 田岡 正堂③ 準大賞 河合 蕉竹① 河野 蓁子② 広田百合子③ 菊池 静泉④ 

第 13 回展 大賞 辻井 京雲① 準大賞 北道 秀岳① 奥村寿美子② 安蒜 菁苑③ 長谷川牧風③ 

    渡辺 象山③ 高橋 晤堂④ 

第 14 回展 大賞 千葉 軒岳① 準大賞 後藤 幽泉① 斎藤 玄風① 橋本 華苑① 飯豊 保子② 

    牧  貞子② 足立 翠泉③ 大作 正子③ 末広 小華③ 

    鈴木 孤雲③ 武内 幽華③ 立花 希秦④ 

第 15 回展 大賞 大平 匡昭③ 準大賞 石居 春歌① 佐々木公江② 高原 白妙② 七嶋 拭舟③ 

    広瀬 蘇水③ 森  子芳③ 師村 妙石④ 

第 16 回展 大賞 渡部 會山③ 準大賞 小花 香流① 大房 鉄陽① 岩田 恭子② 吉村 宣枝② 

    有賀 邦彦③ 斎藤 鶴龍③ 松本 千恵③ 上村 五龍④ 

第 17 回展 大賞 東地 松亭① 準大賞 関口 春芳① 永守 蒼穹① 綿織 澄子② 福士 夕湖② 

    荒金 大琳③ 立石 蒼風③ 中村 美梢③ 依田 行舟④ 
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第 18 回展 大賞 室井 玄聳① 準大賞 今江美登里① 鈴木 正子② 大平 山翠③ 河野 淑子③ 

    醍醐 春翠③ 豊岡 歩斎④ 

第 19 回展 大賞 高橋 大穂① 準大賞 小林 春流① 藤井 純佳② 加藤 和亭③ 三戸 櫓汀③ 

    長谷川澄湖③ 有川 立虹④ 

第 20 回展 大賞 高橋 陌遙③ 準大賞 上田 皎鶴① 加藤 煌雪① 蓮見 光春① 佐藤 道子② 

    戸沢 桂子② 安藤 滴水③ 小林 恭子③ 武良 霜雪③ 

    山本 飛雲③ 石原 淡景④ 

第 21 回展 大賞 高木 遙崖③ 準大賞 福田 鷲峰① 三橋  潦① 吉沢 秀香① 吉田久実子② 

    石塚 正子③ 近藤 北濤③ 滝野 喜星③ 町田 耕亭③ 

    森  芳泉③ 

第 22 回展 大賞 加藤 有鄰① 準大賞 加藤  裕① 吉田 恵山① 松田 幸子② 新井富士子③ 

    関根 鳴城③ 田沢 溪石③ 新井山蘭牛③ 平野 春汀③ 

    藤本 祥鴻③ 蓑毛 个庵④ 

第 23 回展 大賞 丸山 順子③ 準大賞 石井華賀子① 望月 永泉① 湯浅 隆雄① 千葉 和子② 

    遣田 艶子② 安保 天寿③ 小林 静葩③ 古田 碧草③ 

    本波 棲亭③ 山下 亘風③ 渡辺 才子④ 

第 24 回展 大賞 清原 大龍③ 準大賞 伊藤 漠仙① 今井 秋浦① 佐伯 覚明① 千鶴 敏子② 

    加藤 正叙③ 新村 暁峰③ 鈴木 洋子③ 西野 玉龍③ 

    高野 秦岳④ 

第 25 回展 大賞 蛭田 潮人① 準大賞 臼井 南風① 賀村 華保① 藤原 大眼① 高畑美智子② 

    伊藤 勢津③ 小原 芝清③ 中村 敏子③ 平野 芳碩③ 

    米沢 小蘭③ 大井 飛鴻④ 

第 26 回展 大賞 山崎 大寒① 準大賞 大多和祥夫① 北澤 天童① 西方 純晴① 安喰のり子② 

    斎藤 杉草③ 佐野伊都子③ 平  晟斎③ 山根木淡瑞③ 

    吉井 子雪③ 前田 含秀④ 

第 27 回展 大賞 熊井登茂子③ 準大賞 川合 玄鳳① 西  墨濤① 三本木諒子② 仲尾 彩風② 

    内山 涼子③ 長利 紫虹③ 志水 玉華③ 杉野 閑山③ 

    高橋 香峰③ 松村 秀子③ 水野 静鳳④ 

第 28 回展 大賞 桑子 幸親① 準大賞 赤熊 玉蓉① 原  一哉① 牧野 玲子② 梅木恵美子③ 

    小畠 秋聲③ 大島 緑水③ 天満 篤子③ 馬場 雨川③ 

    村田 祐卿③ 

第 29 回展 大賞 三宅 壮峰③ 準大賞 川口 雄峰① 田中 豪元① 奈良 尚石① 真壁 春彩① 

    大川 伶子② 片山 紫雲③ 佐藤 香瑞③ 清水 雅子③ 

    兵働 翠苑③ 冨樫 貞華④ 

第 30 回展 大賞 小宮 聴真① 準大賞 園田 大穹① 三浦 士岳① 吉田 陵洞① 椿原 量子② 

    秋間 絹子③ 岩田尹久子③ 太田 白汀③ 武内 峰敏③ 

    星 たか子③ 赤尾 周一④ 
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第 31 回展 大賞 小林 萬鯉① 準大賞 明石 春翔① 川口 松渓① 下田 海夷① 村中 蓉子② 

    梶本 白洋③ 佐藤 荘翠③ 鈴木 恵雲③ 経澤 菁汀③ 

    西野 渓秋③ 山田 貞子③ 菅又 蘆舟④ 

第 32 回展 大賞 大塚 三逕④ 準大賞 石井 秀人① 大川 一涛① 葛西 玄涛① 越田 畦風① 

    藤田 壽樹① 八木 禮子② 宇田川鳴柳③ 大山 春香③ 

    白土 恵香③ 鈴木 大有③ 長坂 石泉③ 

第 33 回展 大賞 古谷 玄山① 準大賞 木村 松亭① 塚原 秀巌① 藤巻 昭二① 吉仲 華月② 

    大山 翔令③ 津本 泰水③ 林  泰石③ 山野 泰斗③ 

    山元 昭子③ 米本 光露③ 大井 裕己④ 

第 34 回展 大賞 小林 融之① 準大賞 江幡 太瓏① 河野 松翠① 杉山 透雪① 田口 巍嶂① 

    橋本  剛① 門田 正子② 後藤 啓太③ 代田 鳳穂③ 

    戸井 梅子③ 八木 龍舟③ 小西 斗虹④ 

第 35 回展 大賞 城戸 眩山③ 準大賞 浦野 東龍① 河原 啓雲① 鈴木 謙鳳① 鈴木 史鳳① 

    堀  定廣① 高田三枝子② 柏   聡③ 小松 紅風③ 

    原  純一③ 若林久美子③ 川村 玄舟④ 

第 36 回展 大賞 山田 起雲① 準大賞 栗林  叡① 四家 汐犀① 坪内 祥浦① 山崎 玄剛① 

    紅林 幸子② 鈴木 裕美③ 瀧野 時子③ 浜  佳香③ 

    吉田 清城③ 吉田三枝子③ 安藤 磨紀④ 

第 37 回展 大賞 柳 由美子③ 準大賞 國澤 翠風① 高橋 博子① 増田 花翠① 佐賀 道子② 

    斎藤 大麓③ 佐伯 豊竹③ 高橋 静峯③ 寺田 沙舟③ 

    西野 桃笠③ 幅  静蘭③ 高橋 和作④ 

第 38 回展 大賞 赤冨士北祭③ 準大賞 勝沼 天凱① 河合 蘆洲① 桜井 九晨① 長谷川鸞卿① 

    長縄沙恵子② 荒川 清泉③ 大崎 泰漣③ 小川 翠苑③ 

    佐野 翠峰③ 大上 凌胡③ 高村 博子③ 廣瀬 麗水③ 

    三戸 杏花③ 池田 光希④ 

第 39 回展 大賞 白幡 陽子② 準大賞 熊谷 精一① 佐藤 智子① 武田 翠裕① 三宅 玉香① 

    東海林淳子② 池田 知穂③ 臼田 香風③ 大川 宣子③ 

    岡島 素峰③ 川崎 宵星③ 中原 睦美③ 八十川拭堂③ 

    山口 紫蘭③ 渡邊 抱雲③ 國木 軒陽④ 

第 40 回展 大賞 金子 大蔵① 準大賞 緒方 小篁① 木田 春佳① 種谷 柳雪① 黒崎 久子② 

    長佐古良子② 荒井 啓公③ 今野 冲岳③ 末岡 翠香③ 

    中尾 春照③ 森  桂山③ 森岡 静江③ 山中 佳華③ 

    湯地 菁峰③ 渡邉 大嶽③ 嶋田  周④ 

第 41 回展 大賞 惣名 秀峰③ 準大賞 赤澤 寧生① 駒形 秀仙① 田淵 聖健① 舛添 木菴① 

    佐々木優子② 田中真奈美② 阿波加蒼岳③ 杉本 京扇③ 

    高野 春庭③ 高橋 春暢③ 種市 虎堂③ 西村 青葩③ 

    原田由紀子③ 廣澤 凌舟③ 横山 美水③ 金井 利雄④ 



   

（45） 

第 42 回展 大賞 出村 耕山① 準大賞 金敷 駸房① 松本 阪舟① 横瀬 奈美① 井出 皋園② 

    高山 聰子② 浅野 芳柳③ 徳村 旭厳③ 中原 紅驥③ 

    西里 俊文③ 野口万里子③ 野水 錦泉③ 馬場 松影③ 

    兵頭 白慧③ 堀内 賢明③ 宮岡 蝶溪③ 田辺 栖鳳④ 

第 43 回展 大賞 黒田 昌吾① 準大賞 清水 華溪① 鈴木 芳樺① 吉村 推陽① 後藤 和子② 

    関  祐子② 足立 和子③ 荒谷 大丘③ 鎌田 舜英③ 

    斎藤 和梗③ 杉山 歌子③ 中上ゆかり③ 平岩 美風③ 

    藤田 霽香③ 細川 石圃③ 吉田 南象③ 薩川  弘④ 

第 44 回展 大賞 石原 北陽③ 準大賞 相澤 太煌① 伊藤 香泉① 白柳 鷺城① 鈴木 貴行① 

    種家 杉晃① 竹本 きみ② 折戸 華雪③ 後藤 汀華③ 

    紺藤 桂泉③ 佐々木香魚③ 武内 幽汀③ 戸張 和子③ 

    西谷 芝蘭③ 本間  碧③ 山本 秦鼎③ 益滿 丁秦④ 

第 45 回展 大賞 前田 智穹① 準大賞 木村 翠苑① 桜井 幹大① 高橋 空谷① 西村 洋子① 

    籬  宏行① 長沼 玲子② 秋山 翠聲③ 江幡 波濤③ 

    大竹 美喜③ 片村 昂萃③ 川村 香景③ 工藤 哲哉③ 

    東藤 義文③ 細野 静耀③ 堀尾 哲洲③ 枡田 真実③ 

    向井 龍湖③ 森田 蘇烽③ 福富 玲茜④ 

第 46 回展 大賞 在田 佳子③ 準大賞 赤井 寿苑① 大久保春玉① 島本 松簾① 鈴木 将司① 

    不破 白暢① 嶋崎八重子② 池田 悠園③ 上野栄美子③ 

    金重 紅園③ 須谷 佳子③ 橋本 弓月③ 長谷部蘭芳③ 

    堀安 桃園③ 松岡 一真③ 幸  彩華③ 阿部 一皐④ 

第 47 回展 大賞 天満谷貴之① 準大賞 金城 紫玉① 笹岡 龍風① 柴田 白葉① 宮沢 爽光① 

    田畑 利子② 小川恵都子③ 織田 翠苑③ 帯向 芳園③ 

    佐々木水苑③ 坪井 白汀③ 中尾 芙蓉③ 長岡 祥鳳③ 

    東方 鳳山③ 桧川 雨翠③ 和知 典子③ 溪  皎藍④ 

第 48 回展 大賞 岡 由香里③ 準大賞 佐々木徳湖① 廣田 真弓① 山田 史子① 山本 夏翠① 

    吉沢 清芳① 森 ひとみ② 桜井美佐子③ 角田 小鈴③ 

    高畠八奈美③ 原  静蘭③ 町田 明美③ 溝  掬水③ 

    溝口 子静③ 宮川 容子③ 柳澤 幸苑③ 大和 鳥啼③ 

    高橋 秀之④ 

第 49 回展 大賞 宮崎 騁洋① 準大賞 井上 夕霞① 内山 宇響① 香川 景行① 小宮 有舜① 

    笠原 博子② 東  敬子③ 石坂加代子③ 伊高 美秀③ 

    伊藤 紫園③ 大津 桂花③ 今 和希子③ 舘入 越堂③ 

    土屋 璃霞③ 中沢 妍洋③ 中村 汀花③ 森  桂水③ 

    八木 花海③ 長谷川雄司④ 

第 50 回展 大賞 関  奨人① 準大賞 喜入 彩光① 近  春宵① 鈴木 紅瑤① 鷹野 葩晃① 

    中田 紅風① 服部 柚香① 泊出 淳子② 青山 寿峰③ 

    香川 之粋③ 加藤 幽瀞③ 橘川 江楊③ 小嶋 沙應③ 

    鈴木 无塵③ 高田 京霞③ 中野 禎子③ 西谷 浩舟③ 

    藤澤 邦子③ 藤本  篤③ 堀内 京子③ 山中 紫琉③ 

    増渕 耕子④ 
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第 51 回展 大賞 鈴木 鶴聲③ 準大賞 大川 深桐① 沖  吉梨① 木上 裕美① 日向 伯周① 

    福田 望茫① 森谷 幸子① 藤井芙佐子② 石井 伶昂③ 

    磯波 水鈴③ 板井千恵美③ 岩崎 鐵牛③ 柏   環③ 

    鴨田 千峰③ 川村 溪雪③ 澁谷 鳴風③ 関根 悟牛③ 

    三日市層雲③ 

第 52 回展 大賞 佐藤 博実③ 準大賞 大塚 雅恵① 関谷 昊神① 田面 遙華① 福岡 香花① 

    森川 祐子① 河内 栄子② 藤井 美相② 太田 由香③ 

    川合 採星③ 佐々木翠華③ 高岡 律子③ 滝沢 帛霞③ 

    土井 伸盈③ 中川 蘆月③ 湊  翠明③ 山崎 珠雪③ 

    横田 蘭花③ 高寺 大淳④ 

第 53 回展 大賞 小林 智紀① 準大賞 川口 碧水① 田中 瑞鳳① 谷口 慶晃① 村井 紫扇① 

    矢壁 燎東① 渡辺 美鴻① 二階堂友美② 秋永 春霞③ 

    朝野 紅帆③ 石飛  篝③ 市橋佐代子③ 大谷 幸琳③ 

    喜多 恵子③ 柴田 桃霞③ 関井 博天③ 西嶋 華園③ 

    濱田 淑子③ 吉野 祥琴③ 安部 華慧④ 

第 54 回展 大賞 鈴木  檀③ 準大賞 浦田 恭子① 葛西 青龍① 川口 淑乃① 原  豪哲① 

    播磨 青谿① 宮崎 淳史① 村田 佳美② 阿部 紫鳳③ 

    内山 蘭月③ 木柳 不吟③ 熊谷 会颯③ 小玉 瑰太③ 

    小西摩利子③ 杉山 燦久③ 野原 敏子③ 二木 彩虹③ 

    矢吹 潭壑③ 渡部 潤一③ 伊東 紀夫④ 

第 55 回展 大賞 大滝 探仰③ 準大賞 石川 逢鸞① 近藤 萬里① 齋藤 北亭① 佐々木幸枝① 

    淨念 舞光① 手嶋 恵泉① 堀  一惜① 下村 美穂② 

    石澤 俊介③ 岡本 錦水③ 加藤 毬夢③ 金谷 紅麟③ 

    小杉 峰廣③ 椎野 蕙峰③ 上西 弘美③ 田村 毅童③ 

    新山 翠香③ 畠田 心珠③ 福谷 紅華③ 松本 恵華③ 

    森津 竹仙③ 小林 庸子④ 

 

 


