
(敬称略)

■特選
部門 受賞者名 選者名

佐野川夢菜 田代　田

中村イサト 紫　圭子

のうちゃん 後藤多須子

藤文子 永岡淑惠

鈴木太 力石和子

岩城みつ代 加藤浩子

松井暁美 白井己童

鬼頭幸子 田辺弘行

後藤幸正 かしわぐま光代

尾方静子 鈴木順子

竹本カヲル 戸沢ほたる

中内まつ江 渡邉幸子

■秀逸
部門 受賞者名 受賞者名 受賞者名 選者名

いいむらすず 小久保要子 田代　田

市橋のん 加藤矢一 紫　圭子

大谷将夫 のぶよ 篠田武子 後藤多須子

木村しげみ 古井戸保一 小出敏行 永岡淑惠

のうちゃん 篠田武子 久野敦子 力石和子

鬼頭幸子 鈴木昌宏 小林琢磨 加藤浩子

まん 渡辺加美江 福井美紀 白井己童

小田紀美子 伊藤鏡子 鈴木佳也 田辺弘行

己童 尾方静子 小池保利 かしわぐま光代

山本房子 佐藤幸子 山口タカシ 鈴木順子

尾方静子 山科ふみ 竹内そのみ 戸沢ほたる

松井則雄 竹内そのみ 村川和子 渡邉幸子

短歌

俳句

川柳
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■佳作
部門 受賞者名 受賞者名 受賞者名 受賞者名 選者名

坂田実 滝川節子 都築雅 洲淵智子

中村イサト 浅井洋子 澤田豊美

鈴木愛子 花土未来 和泉ともこ 坂田実

藍咲乃那華 都築雅 洲淵智子

渡邊みち子 塚本洋子 青山その 大澤良子

鈴木裕子 荒川あき江 成嶌孝枝 伊藤豊子

己童 金山由美子 山本瑳一 神藤生子

小池保利 橋本満寿代 川原義之 佐々木とし子

福井美紀 松下正子 渡邊みち子 真田千鶴子

山口正江 羽柴裕子 神藤生子 齋藤とし子

廣田敏允 成嶌孝枝 丸山二三四 波多野鈴江

内山良則 原田敬子 髙橋和世 青山その

水野絹子 木村しげみ 佐々木とし子 竹下博子

大澤良子 山内邦子 羽柴裕子 福井美紀

松下正子 藤原幸子 成嶌孝枝 白井和子

荒川あき江 原田敬子 井村弘美 齋藤とし子

菅沼好恵 伊藤鏡子 田口昌美 大木章也

新津富子 大川美奈子 青木益子 伊藤康子

山本統一 清原幸子 杉本壽男 中村信

鈴木せつ子 犬飼ツヤ子 三河の空 まん

市川和子 鬼頭幸子 小田紀美子 伊藤澄子

中尾美智子 岩城みつ代 大川美奈子 熊谷詔男

中内まつ江 中村きよ子 彦坂茂雄 清原幸子

村田しほり 鈴木せつ子 ひろこ 竹尾眞弓

小椋かつ子 大久保ふみ 神藤生子 大久保富貴子

杉本壽男 伊藤千代子 中野恵津子 鈴木裕子

田口昌美 浅岡喜美子 渡辺加美江 中村美惠子

ひろこ えい子 林春美 木村しげみ

佐藤幸子 松井則雄 金山由美子 山科ふみ

小田善作 近藤幸大 永岡淑惠 青嶋由紀美

山口タカシ 竹尾眞弓 中村鈴子 竹内そのみ

小椋恵美子 洋服職人 戸田惠子 八甲田さゆり

小野教彦 季霞 岡田コスエ 福井美紀

近藤昭子 のよりかすみ 竹内そのみ 山科ふみ

竹本カヲル 西郷紀美代 三河の空 竹尾眞弓

中村信 鈴木裕子 伊藤千代子 中島健夫

己童 中島健夫 前田和代 藤村元司

杉浦きみ 峠田彰 のよりかすみ 松井則雄

三河の空 中内まつ江 中村信 �口幸豊

近藤昭子 西郷紀美代 原芳夫 米山由美子

青嶋由紀美 宇藤進 来本芳子 近藤幸大

いいむらすず 伊藤千代子 小野教彦 のりよかすみ

岡田コスエ 中島健夫 前田和代 尾方静子

井村弘美 長石 岳文 佐藤幸子

短歌

後藤多須子

永岡淑惠

力石和子

俳句

加藤浩子
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田辺弘行

川柳
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田代　田
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■奨励賞
部門 受賞者名 受賞者名 受賞者名 受賞者名 選者名

のんちゃん わたなべひなみ チワワ 東奈菜

長坂仁愛 ネコ愛 だいしょうぐん 雪

わたびもち 伊藤愛菜 内田林那 澤井駿

鈴木凛音 中島百椛 津田侑東 もか

のんちゃん 成田海羽 ろう人えんぴつ りゅう

櫛田陽南 ぱるる 澤井駿 蓑田ゆず

ネコ愛 佐藤志麻 長坂仁愛 ひまっぴ

レインボー 前原沙季 津田侑東 わらた

長さくら Kei 新濱健吾 後藤多須子

近藤志帆 坂羽流美 鈴木琴音 永岡淑惠

豆成星琉 やさしいくまちゃん わっさばかん 力石和子

大竹優芽 ほわわ 中山蒼一郎

水野志貴 二村勇士朗 二村騎士朗

I・S wrwrd!=神! 遠山優奈

みかん 小林楓 岡村はな

バナナ ほわわ すずきとうま

波佐間咲 さかいゆまな 荒尾瑠泉

今泉友翔 中村一花 伊藤柚葉

千賀瑚蓮 今泉りり子 岡村はな

さかいゆまな なかしまけいと クロー NAOTO

すずきとうま 伊藤柚葉 中西輝

今村圭吾 ごんごん 二村勇士朗

鈴木駿斗 市川凛乙 長谷川瑠之介

青山達哉 鈴木琴音 ほわわ

水谷結菜 深谷吾旺 右田真琴

伊藤耀牙 小川航史 近藤颯海

鈴木永愛 ゆりそ おにぎりやられね

小川航史 右田真琴 都築杏

西花梨 ほわわ 鈴木琴音

ほわわ 三輪野由愛 西浦果歩

右田真琴 ゆりそ リムル

川柳

かしわぐま光代

鈴木順子

戸沢ほたる

渡邉幸子

短歌

俳句
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白井己童

田辺弘行
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　田代　田

紫　圭子


