
【 写 真 】 

 

 

一席 

夕映えに集う 

長谷香里 

  

 

二席 

光輪 

前川悦雄 



 

 

三席 

氷の化身 

片岡喜久夫 

  

 

岡田文化財団賞 

夜想曲 

西岡ひとみ 



【　写　真　】

[　　賞　　] [　　　題　　　　　　名　　　] [　　名　　前　　] [　　住　　所　　]

一　　席 夕映えに集う 長谷香里 松阪市御殿山町

二　　席 光輪 前川悦雄 松阪市上川町

三　　席 氷の化身 片岡喜久夫 松阪市小片野町

岡田文化財団賞 夜想曲 西岡ひとみ 松阪市垣鼻町

奨励賞 啄む 松田輝子 松阪市船江町

奨励賞 アモーレ 古野　薫 松阪市川井町

奨励賞 水面の愛 大原行輝 松阪市下村町

奨励賞 離れ技 重盛よし美 松阪市平生町

奨励賞 腕白盛り 阿部道男 松阪市虹が丘町

奨励賞 走る 松本征夫 明和町明星

奨励賞 泥まみれの男衆 海住幸松 松阪市嬉野中川町

奨励賞 妖美の舞 橋本英幸 松阪市飯南町深野

入　　選 賢島の朝 勝田隆夫 松阪市茅原町

入　　選 ハンティングゾーン 野呂正明 松阪市小片野町

入　　選 未来都市 小林孝章 松阪市中万町

入　　選 手が届く！ 笠野和彦 松阪市日丘町

入　　選 シャボン玉 金谷　清 多気町朝柄

入　　選 おねだり 深田孝郎 多気町朝柄

入　　選 変身 橋爪幸雄 松阪市曲町

入　　選 妖怪 川合恒市 多気町五桂

入　　選 砂の惑星 西山佐平 松阪市高須町

入　　選 鎮魂歌 西山和子 松阪市高須町

入　　選 水鏡 黒石真理子 松阪市虹が丘町

入　　選 早く大きくなって 坂井　忍 多気町弟国

入　　選 バリの舞踊 松本　実 松阪市山添町

入　　選 盆祭の瞬間 池山正枝 松阪市船江町

入　　選 穏やかな夜明け 河原敏博 松阪市中林町

入　　選 雅な紅葉 乾　吉郎 明和町志貴

入　　選 彼岸花の咲く頃 油井美津子 松阪市小津町

入　　選 蓮池のエイリアン 錦　洋明 松阪市西野町

入　　選 漁村寸景 宮田多美男 大台町新田

入　　選 パパと遊んだ日曜日 西山英嗣 松阪市嬉野野田町

入　　選 ゆかいな天狗 堀川正則 松阪市田原町

入　　選 満載 湊　恵一郎 松阪市桜町

入　　選 脱皮、成功 鈴木聡子 大台町高奈

入　　選 一番乗り 逵中美知子 多気町西山

入　　選 五月晴れ 松本冨美子 明和町明星

入　　選 梅香る 山口淳子 松阪市高町



[　　賞　　] [　　　題　　　　　　名　　　] [　　名　　前　　] [　　住　　所　　]

入　　選 ＯＳＡＫＡ・ナウ 松本　修 松阪市泉町

入　　選 凝視 柴田好憲 松阪市高須町

入　　選 癒し時間 桑山　斉 松阪市大石町

入　　選 背くらべ 北村真佐子 松阪市垣鼻町

入　　選 大地をかける都会っ子 宮﨑秀翠 松阪市久保町

入　　選 電柱３０１号 奥田　均 松阪市豊原町

入　　選 幻映 立花浩二 松阪市桜町

入　　選 アーちゃんのめがね 出口量造 松阪市朝日町一区

入　　選 びっくりー！ 松本由紀子 松阪市駅部田町

入　　選 みんな・・いくわよ 若林次男 松阪市嬉野中川町

入　　選 ネットワーク 村林啓司 松阪市小黒田町

入　　選 引き潮 木村正美 松阪市川井町

入　　選 流　氷 御子暢秀 多気町相可

入　　選 ぬかるみ 長谷川清美 明和町金剛坂

入　　選 あっ、晴れてきた！！ 脇田猛志 多気町相可台

入　　選 熟睡 小林美恵子 大台町新田

入　　選 雪原 綾野利勝 多気町仁田

入　　選 錦　秋 吉田　紘 松阪市大黒田町

入　　選 炎昼 加藤定美 松阪市嬉野中川町

入　　選 彩映 大川倍未 松阪市清生町

入　　選 市女笠 出口一男 大台町大ヶ所

入　　選 競走 鈴木久司 多気町朝長

入　　選 満開だ！！ 髙橋克己 松阪市曲町

入　　選 兄ちゃん・やめて！！ 竹内貞子 松阪市大口町

入　　選 飛び立つ 竹内　博 松阪市大口町

入　　選 光の方へ 末永　薫 松阪市湊町

入　　選 Ｅｎｊｏｙ！　春の陽ざし 西山直樹 松阪市嬉野野田町

入　　選 なっちゃん 中村惠明 松阪市小津町

招　　待 あした 溝田幸輝 松阪市東久保町

招　　待 マネキン 金谷克造 松阪市大黒田町

招　　待 ストーム 中森　勉 松阪市嬉野中川町

招　　待 バレリーナ 嶋岡恭司 松阪市中央町

招　　待 ショーウインドー 織戸千尋 松阪市山室町

審査委員 天空都市ＴＯＫＹＯ 梅川紀彦 松阪市新町

審査委員 Ａｒｔ　ｏｆ　Ｔｒａｃｅ 石井　清 伊勢市小俣町本町

審査委員 白雨の瞬 沼田昭弘 鈴鹿市神戸

(　順　不　同　)



● 審 査 評

応募点数が７４点で昨年より１４点減少したのが惜しまれる。しかし作品内容はバラエティに富み
意欲的な作品が多くみられた。
一席の長谷さんの「夕映えに集う」は、夕映えの樹々に集う鳥たちの各々のポーズが良い。
二席の前川さんの「光輪」は、静寂の池に遊泳する一匹の鯉の上の光の輪が神々しく表現され
ている。
三席の片岡さんの「氷の化身」は、動物に見える氷結した造形美がユーモラスで美しい。
岡田文化財団賞の西岡さんの「夜想曲」は、都会の夜にひまわりに集い舞う３匹の蝶がファンタ
ジックで美しい。



【 書 道 】 

 

  

一席 

次韻秦太虚見戯耳聾 

鈴木誠人 

二席 

王昌齢詩 

川村和代 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三席 

万葉集 

秋山洋子 

 

 

岡田文化財団賞 

久香二葉の詩 

田中千鶴子 



【　書　道　】

[　　賞　　] [　　　題　　　　　　名　　　] [　　名　　前　　] [　　住　　所　　]

一　　席 次韻秦太虚見戯耳聾 鈴木誠人 松阪市泉町

二　　席 王昌齢詩 川村和代 松阪市東黒部町

三　　席 万葉集 秋山洋子 多気町五佐奈

岡田文化財団賞 久香二葉の詩 田中千鶴子 松阪市五反田町五丁目

奨励賞 西行法師の歌 松田眞千子 松阪市岩内町

奨励賞 幻花 仲井恵美 松阪市飯高町田引

奨励賞 元羽墓詩　（臨） 村林正敏 松阪市新町

奨励賞 蘇軾詩 上山ちづ 松阪市愛宕町三丁目

奨励賞 顧璘詩 里中美佳 松阪市下村町

奨励賞 胡奎詩 佐々木恵巳 松阪市虹が丘町

入　　選 万葉集 村井恒子 多気町土羽

入　　選 山家集 中山明子 松阪市上川町

入　　選 百人一首 高階栄子 松阪市垣鼻町

入　　選 百人一首 小栁喜久子 多気町上出江

入　　選 百人一首 川合知子 松阪市伊勢寺町

入　　選 百人一首 宇野多恵子 松阪市高町

入　　選 百人一首 坂東　瞳 松阪市湊町

入　　選 万葉集 川村憲子 松阪市東黒部町

入　　選 謝霊運詩 福井幸恵 松阪市上川町

入　　選 七言律詩 刀根登喜子 松阪市猟師町

入　　選 王維詩 岡田真由美 松阪市阿形町

入　　選 七言絶句 岡田美沙 松阪市阿形町

入　　選 北原白秋の詩 小雀雅子 松阪市下村町

入　　選 三好達治の詩 金児清子 松阪市垣鼻町

入　　選 菅公の歌 篠原由紀子 松阪市飯南町粥見

入　　選 三好達治の詩 岡田知與子 松阪市桜町

入　　選 星野富弘の詩 久保友美 多気町平谷

入　　選 智恵子抄 加藤瑞季 松阪市本町

入　　選 米芾（苕溪詩巻） 中野朗光 松阪市川井町

入　　選 蘇軾　（臨） 杉岡房子 松阪市曽原町

入　　選 王鐸　（臨） 山嵜　保 多気町片野

入　　選 米芾臨 梅村郁子 松阪市久保町

入　　選 呉昌碩臨 伊藤めぐみ 松阪市久保町

入　　選 王鐸（臨） 髙松宣道 松阪市井村町

入　　選 楊炯之詩 𠮷川あづさ 明和町浜田

入　　選 李白詩 岩木すま子 松阪市高町

入　　選 袁枚詩 中川洋子 松阪市日丘町

入　　選 良寛詩 前川有紀子 玉城町中楽



[　　賞　　] [　　　題　　　　　　名　　　] [　　名　　前　　] [　　住　　所　　]

入　　選 徐渭詩 浅香晴美 松阪市高町

入　　選 呉均詩 清野明子 松阪市下村町

入　　選 良寛の詩句 北川享子 松阪市中道町

入　　選 袁黄詩 藤木麻里子 松阪市櫛田町

入　　選 曹全碑 北岡由巳子 松阪市嬉野黒田町

入　　選 呉昌碩尺牘 廣瀬裕子 松阪市嬉野黒田町

入　　選 蘇東坡前赤辟賦 福岡　涼 松阪市嬉野黒田町

入　　選 集王聖教序 福田桂子 松阪市嬉野中川町

入　　選 蘭亭序臨 池田奈央 松阪市高木町

入　　選 魏霊蔵造像記 小山明子 松阪市下村町

入　　選 臨忽恵帖 佐久美惠子 松阪市虹が丘町

入　　選 小諸なる古城のほとり 小林明美 松阪市中央町

入　　選 太田水穂の詩 伊藤和歌子 松阪市上川町

入　　選 地黄湯帖 大西　舞 松阪市虹が丘町

入　　選 墓誌銘 奥山日出美 明和町竹川

入　　選 顧錫疇の詩　西湖 伊藤田鶴子 松阪市桜町

入　　選 王鐸　擬山園帖（部分） 谷口静代 松阪市上川町

入　　選 五言絶句（入慧慶寺） 小倉久美子 松阪市桜町

入　　選 一期一会 常川昭吾 松阪市川井町

入　　選 雁塔聖教序臨書 橋本菜月 松阪市岡本町

入　　選 嘉福成基 小泉晴生 松阪市西町

入　　選 謡曲　西行櫻 内田純子 松阪市西町

入　　選 冬嶺秀弧松 宗林一雄 松阪市中町

入　　選 九成宮醴泉銘臨書 中林春佳 松阪市平成町

招　　待 杜甫の詩 中村翠雲 松阪市光町

招　　待 萬　壽　無　彊 鬼頭翔雲 松阪市駅部田町

招　　待 三字句（歸去来） 工藤俊朴 松阪市嬉野黒田町

招　　待 松尾芭蕉の句 中村小汀 松阪市清生町

審査委員 七言二句 佐久美泉涯 松阪市虹が丘町

審査委員 百人一首 北川綾子 伊勢市御薗町新開

審査委員 森下達也の歌 菅生攝堂 亀山市みどり町

(　順　不　同　)



● 審 査 評

応募作品は昨年より若干減少したものの古典書法を追及された技術の高い力作、臨書作品、
洗練された筆致で意欲的な作品、独創性あふれた作品など、どれもレベルが高く、質的な向上を
実感しました。
調和体作品が増加し、篆刻作品の出品がありました。 今後、漢字作品の増加も期待します。


