
文部科学大臣賞 原田千蔭
呉石賞 永井柳甫
文化書道会大賞 飯田春韻 佐藤白慧
文化書道会賞 田中浩州 石村玲江
全日本書道連盟賞 植田荷彩 田中華邑
特選 松浦静韻 栗谷青苑 佐藤竹峰 坂井清鶴 今瀬瑞華

松岡白蘭 坂巻秀峰
特別賞 河原菁扇
秀作 阿部鳴岳 桧山琉紅 矢野倩玉 小野田春紅 庄司京峰

馬越愿石 塩川相岳 須田祥佳 中村祥蘭 橋本素渓
小川荷清 森藤萠葉 山内鈴華 山口柳泉 松原朱幸
八木玉峰 内田静峰 加納好堂 木村華琳 川上玉溪
錦織華石

佳作 岩瀬光月 古賀城石 小宮澄風 佐々木芳香 浅野正佳
岩佐華泉 太田華雲 熊野春陽 鈴木佳泉 長谷川春峡
池上蘆雪 浅井静苑 北風景祥 北野茱紅 木村景月
佐々木泰山 古谷芦少 前田翠峰 加田恵琴

都知事賞 青木豊州
文化書道会大賞 須永栄岳
文化書道会賞 井上紫璋 岸　翠蘭
全日本書道連盟賞 木島桂葉
特選 藤崎楳蹊 朝日雅石 川又青泉 三島英芳 星　凌泉
秀作 尾内和石 ストーンレイク和尚 米澤敬扇 並木香風 小木翠紅

岩崎華春 山田裕草 樫本藤彰 倉　景仙 廣瀬雅翠
溝渕晴風 森　美舟

佳作 相馬恵笙 横澤碧泉 横澤曄泉 福島春香 小林里子
大内妍水 山本雅春 大西秀洸 渡邉春景 遠藤華秀
長谷川正晄 羽鳥祥飛 平野愛花 坂口景州 溝川青園
井上芳石 岩田豊堂 嶋田麗豊 三木豊春 三島隆溪

文化書道会大賞 飯塚節子
全日本書道連盟賞 水谷暎香
特選 川地殊水 田代紅彩 奥野欽陵
特別賞 青木茜果
秀作 春日星萌 滝澤紫華 生田清萌 王丸郁窓
佳作 川島紫京 篠﨑翠波 依田雅千 千代秀美 金子裕翠

文化書道会大賞 藤本欽陵
特選 西川菫泉 佐伯翠心 門倉秋碩
秀作 田中石峰 太田緑翠 大藤悠月 斎田光峯
佳作 吉井嶺秀 山本菁紅 鹿島静春 塩川相岳 田代良子
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第二部仮名

第三部文人画

第一部Ａ漢字大作

第一部Ｂ漢字半截
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文化書道会大賞 大澤亜衣
特選 須田祥佳 宮崎蹊石
秀作 熊井善峰 内片翠洸
佳作 上田久美子 平岡久海子

臨池賞 豊田櫻石

呉石賞 橋本萌恵 前田龍輝
文化書道会大賞 森　美蘭 岡田　凛 小笠原千紗 前田麻里
文化書道会賞 白金拓巳 森内愛葉 平田来安 近藤好華 板垣和花

三塚　花 斉藤　結 田平詩織
松村　葵 松浦知世

特選 古瀬絵理 井浦真希 澤井三奈 中村奈瑞菜 伊藤　涼
佐藤ゆいこ 塩沢はるか 野老山舞 土肥稜奈 山﨑美紅

特別賞 藤野えみり
金賞 西勇一郎 徳島明日香 神沢琴和 金谷龍太郎 渡辺優菜

佐藤有紀乃 鈴木琴奈 篠原茉優 関根梨緒 日置歩み
武井美樹 芳野奈央 岡田　馨 鳥羽鈴雅 元木侑生
斉藤かのん 新開怜奈 小松真由香 西村菜乃 浪瀬涼々
壹岐美風 鷲見茉利乃 市川侑羽 伊勢戸瑞生 田中世愛
奥村なつみ 山本菜央

銀賞 西恵里奈 小林亜由奈 小平希輝 笹原かえで 長内謙悟
沈　和成 成松美香 髙山穂佳 中里莉子 今成悠真
本島晴乃 ストーンレイク美明 津藤結依 剣持光志郎 磯口彩来
田口侑芽 二瓶優花 田口悠珠 水野就斗 小野寺歩香
坂梨果南 喜旦友菜 平井良太 渋谷栄子 中村日陽莉
高島明那 豊島瑞希 金井莉真 市川瑠菜 綿抜倫花
竹本七海 伊東　蓮 髙島志緒 横溝七花 衛藤理乃
鈴木琉雅 佐々木麻衣 白倉六花 桑原来和 畠山千怜
林　歩華 あじゃんとえりん 山中幸希 野老山遼 竹下咲良
守屋沙都 井本光砂 竹中里紗 中西結希乃 河村明梨
森光浩平 貫名ゆうな 石原菜々香 多田百花 磯部有実子
柴田　和 磯部紗希 松原早希 大島百萌花 片山莉那
大久保大志 寺田麗理 中堀柚希 小木曽媛花 田原光貴
井上陽菜 藤村琉花

銅賞 行貞百香 行貞真緒 天笠弥子 橋爪心咲 本島紘乃
柏原翔太 大木彩弥加 日比乙珠 渡邊柑奈 鈴木萌恵
宮川空雅 池田　凜 伊藤梨湖 國安瑠莉子 釜田茉依
熊野まこ 川田理人 川田華音 冨田湖珀 髙橋侑希
田中佐來 徳部百花 布澤知果 伊藤眞子 小泉真美
板垣花歩 陸　韻宇 壹岐涼風 鷹啄みなみ 坂本宇宙
寺田莉優 東野裕矢

呑龍書道会 岡書道教室 春葉書道会 華邑書道教室

第四部（学童部）

全日本書道連盟奨励賞

団体賞

第五部篆刻・刻字


