
創玄書道会賞受賞者  

（左から順に漢字部，かな部，詩文書部，篆刻・刻字部） 

 

第 1 回展 高橋 海堂 山本美智子 矢壁 柏雲 飯田 草影 

第 2 回展 千葉 軒岳 竹内 津代 横沢 白嶺 阿部 夢涯 

第 3 回展 下山 静園 高畑美智子 石川 錦京 清水 路石 

第 4 回展 金  石華 田中 末子 河村 晩翠 岩浅 写心 

第 5 回展 宇野 溪雪 奥村寿美子 金子 寛子 薄田 東仙 

第 6 回展 辻井 京雲 福井 詩童 本間 敬三 松谷 寸草 

第 7 回展 伊藤 天進 浜谷 紘子 渡辺 象山 菊地 静泉 

第 8 回展 三橋 啓舟 水野 良子 古川あつ子 該当者なし 

第 9 回展 北道 秀岳 該当者なし 広瀬 蘇水 依田 行舟 

第 10 回展 二本柳朴秋 佐々木公江 田中 小鶴 杉坂 青空 

第 11 回展 蓮見 光春 森川 星葉 寺尾 応弘 依田 行舟 

第 12 回展 松永 律子 林  玉蘭 野田 水耀 猿田 創望 

第 13 回展 田中 建三 五味 香屑 山下 亘風 丸山 大隠 

第 14 回展 音川 春雲 斎藤 和子 石塚 正子 高野 秦岳 

第 15 回展 浦野 東龍 杉村美智子 武良 霜雪 遠藤 玄遠 

第 16 回展 佐藤 桂舟 中村 花子 長南 一博 蓑毛 个庵 

第 17 回展 惣名 秀峰 二田水 妙 森岡 静江 蓑毛 个庵 

第 18 回展 角田 層雲 中邨 啓子 佐藤 香瑞 稲村 龍谷 

第 19 回展 藤巻 昭二 滝田すみゑ 高林 葩晃 師村 立卿 

第 20 回展 臼井 南風 村中 蓉子 平田 蒼溪 高野 秦岳 

第 21 回展 小宮 聴真 稲村 美苗 山田 貞子 前田 含秀 

第 22 回展 奈良 尚石 和田 享子 出村 三彊 前田 含秀 

第 23 回展 下田 海夷 飯田 容子 田伏 星香 広島 氷魚 

第 24 回展 松本 紅雨 大門 勝代 天満 篤子 野瀬 雋水 

第 25 回展 川口 雄峰 江藤 恭子 桜井 辰雄 田中 静雄 

第 26 回展 園田 大穹 本田 茂子 及川 玄遠 小西 斗虹 

第 27 回展 村木 英子 竹内 松韻 山元 昭子 蓑毛 翠琴 

第 28 回展 正田 乙恵 大朏 アヤ 高田 紫霞 大塚 弘治 

第 29 回展 高橋 博子 紅林 幸子 西村 青葩 安藤 磨紀 

第 30 回展 河野 松翠 山口 輝子 渡邊 大嶽 鶴見 晨蒲 

第 31 回展 勝沼 辰則 白幡 陽子 石川 翠明 飯田 夜想 

第 32 回展 横瀬 奈美 下村 孝子 山本 晃士 加藤 翁雪 

第 33 回展 根本 桜里 佐賀 道子 吉田 愁霞 高橋 成章 

第 34 回展 小嶋 沙應 高山 聰子 濱田 泉花 池田 光希 

第 35 回展 山本 幸博 関本 美子 溝  掬水 薩川  弘 

第 36 回展 深浦 春浪 嶋崎八重子 安田 小蒲 田辺 栖鳳 

第 37 回展 今野 天馬 田中真奈美 土居 池畔 鈴木 洋子 

第 38 回展 宮崎 騁洋 竹本 きみ 斎藤 幽華 益滿 丁秦 



第 39 回展 斉藤 昭苑 大田美恵子 鈴川 臥流 溪  皎藍 

第 40 回展 峯岸 櫻邱 下村 美穂 岡 由香里 益滿 丁秦 

第 41 回展 是枝 朱霞 吉澤 真理 服部 洋子 園田 蒼雨 

第 42 回展 金城 紫玉 藤井芙佐子 松岡 一真 田   凜 

第 43 回展 天満谷貴之 明石 郁子 横山 小楠 長谷川雄司 

第 44 回展 関  奨人 鈴木 豊仙 伊良子喜代 富澤 正永 

第 45 回展 伊藤 寒岳 若松 浩子 木下 満美 相馬 清芳 

第 46 回展 小笠原友和 堀江 栄子 三日市層雲 伊東 紀夫 

第 47 回展 高濱  渉 前田 容子 佐藤 昌弘 遠藤 慶光 

第 48 回展 中川 道子 二階堂友美 石川 文子 樋口 卓也 

第 49 回展 鈴木 映春 本川万希子 野原 敏子 巽  千晶 

第 50 回展 高橋 竜平 金泉 恵子 大刃真由美 畑澤 宏和 

第 51 回展 今井 章仁 金泉 恵子 宮本 虹鶴 高杉 晶子 

第 52 回展 白井 梢花 栗田久仁子 末森 水苑 幸  光雲 

第 53 回展 氏家 真鴻 久世 晃子 落合 鵠希 山本 順子 

第 54 回展 金高 文々 枝長 真美 黒岩 三溪 有川 卓見 

第 55 回展 茂木 智美 井上 玲秀 井上  遥 鈴木 真凜 

 

 

 

 

 

 

 


