
第 56回 創玄展当番審査員 
 

 審査委員長 室 井 玄 聳 

文部科学大臣賞選考委員  ―26 名― 

鬼頭 墨峻（毎日書道会理事・日本書道美術院理事長)   笠嶋 忠幸（出光美術館学芸課長・上席学芸員) 

 学生部 豊口 和士（文部科学省教科調査官・文教大学教授)  

  
 室井 玄聳 大平 匡昭 永守 蒼穹 井之上南岳 加藤  裕 加藤 有鄰 渡部 會山
 渡辺 美明 稲村 龍谷 大多和玉祥 金子 大蔵 小林 春流 鈴木 大有 醍醐 春翠
 瀧野 喜星 福田 鷲峰 本波 棲亭 森  桂山 矢田 照濤 吉田久実子 金敷 駸房
 河合 蘆洲 三宅 玉香 

漢字部 第一科 ―25 名― 

 荒金 大琳 伊藤 漠仙 緒方 小篁 勝沼 玄象 加藤  裕 河合 蘆洲 小林 萬鯉
 鈴木 一敬 種家 杉晃 田淵 聖健 辻村 桂苑 出村 三彊 徳村 旭厳 長野 竹軒
 西村 桃林 原  一哉 福田 鷲峰 細川 石圃 枡田 真実 三宅 玉香 横澤 白嶺
 横瀬 奈美 吉田三枝子 米澤 小蘭 和田 柳穂 

かな部 第一科 ―  9 名― 

赤冨士北祭 柏谷富美子 佐々木公江 白幡 陽子 関  祐子 竹本 きみ 西本 東華
 吉澤 真理 吉田久実子 

詩文書部 第一科 ―27 名― 

 阿波加蒼岳 池田 知穂 市野 清鳳 今江美登里 大矢 豊苑 帯向 芳園 金子 大蔵
 斎藤 大麓 桜井 辰雄 清水 暁雪 鈴木 大有 鈴木 洋子 中河 涛人 中田 陽子
 中村 春蓉 新井山蘭牛 西里 俊文 西野 玉龍 西村 桃霞 仁田脇京華 藤田 壽樹
 本波 棲亭 溝  掬水 山元 昭子 吉田 成美 吉田 清城 吉田 陵洞 

篆刻・刻字部 第一科 ― 5 名― 

阿部 一皐 阿部 江碧 後藤 石鼎 笹倉 凌石 嶋田  周 

 漢字部 第二科 ―25 名― 

阿部 桂石 井上 渓舟 因  博美 大菅 如山 大塚 雅恵 大橋 開山 金成 翠芳
 紺藤 桂泉 桜井 幹大 佐々木徳湖 鈴木 紅瑤 鈴木 将司 田面 遙華 出村 耕山
 天満谷貴之 中川 蘆月 東方 鳳山 平岩 美風 福田 望茫 藤井 玉翠 前田 智穹
 籬  宥行 森川 祐子 八十川拭堂 吉岡 静風 

かな部 第二科 ― 8 名― 

太田 澄子 金子 紅藍 河内 栄子 佐々木優子 下村 美穂 露崎 桂子 藤井芙佐子
 山本 紅葉 

詩文書部 第二科 ―25 名― 

東  敬子 雨宮 聖泉 伊藤 沙舟 伊藤 芳華 大野 紫光 岡 由香里 香川 之粋
 加藤 幽瀞 金重 紅園 小嶋 沙應 後藤 鶴心 後藤 汀華 佐々木水苑 杉本 京扇
 関  奨人 高岡 律子 田中 春汀 東藤 義文 中上ゆかり 橋本 弓月 原田由紀子
 松下 聖心 向井 龍湖 柳 由美子 和田 葉雪 

篆刻・刻字部 第二科 ― 4 名― 

 園田 蒼雨 高寺 大淳 中野 水森 増渕 耕子 

 

 

全国学生書道展当番審査員 ―214 名― 

 加賀美草心 笠井 晃瓔 葛西 孝之 葛西 昌代 笠木 柏舟 風張有未絵 梶浦 桃鼓
 梶田 蘭恵 梶原 稀星 数井 春悦 片野 小祥 片山 紫氈 勝倉 旭堂 加藤 逕華
 加藤 慶玉 加藤 圭葩 加藤 惶鳳 加藤 春彩 加藤 瑞祥 加藤 羊星 金井 虹鴦
 金井 池扇 金泉 恵子 金久保天翠 金子 祥代 金子 翅伴 金子 星帆 金子 高遠
 金子 桃里 金子 芳彩 金高 文々 加納 玉珠 鎌田 花総 鎌田  文 上  光琳



 

（2） 

 神尾 紫楊 上仮屋幸恵 上條 果泉 上鶴 聡子 鹿山 東胡 狩谷  申 川上 梨亭
 川口 青漣 川口 妙石 川口 由美 川崎 湖山 河崎真理子 川崎 美幸 川崎 礼子
 川島 汀蒲 川島 良子 川田 妃流 川手 華鵬 川畑 彩春 川原  薫 川邊 春舞
 川目 蕙星 河本 龍江 管野 春静 菊池 秋鵞 菊池 和暢 岸  緑香 岸田 憲也
 岸野 静光 岸野 豊玉 岸本 香珠 北潟谷靖子 北川 花篠 北清 紫紅 北野 昭子
 北原 暁光 君田 康子 公森 恭子 木村 京湖 木村 怜由 清川 瑞穂 清本 和子
 桐谷 香雪 釘丸 華丘 草野 希鳳 草野 智大 鯨井 香織 久世 晃子 工藤 晃弘
 工藤 夕谿 久保 象雲 窪木 華雪 久保田芙曄 熊倉 景風 熊倉 硯龍 倉林 月下
 栗田久仁子 黒岩 三溪 黒木 千鶴 黒澤 美穂 桑子 暉永 桑島 秀蘭 桑田 楊寳
 小池 尚湖 小宇佐久美 上坂 宣堂 甲田 光雪 高地富美子 河野 茜袖 小金澤淑子
 国府田陽華 小暮 秀子 小澤 圭子 腰原 佳恵 小島 真象 小嶋 千翠 小竹 晃珮
 小竹 芝青 児玉 江陵 児玉 最川 小林 琴泉 小林 恵風 小林 克鳳 小林 翠輝
 小林 翠泉 小林 瑞鳳 小林 冬華 籠谷  優 是枝 朱霞 古和田敬雪 近藤 心響
 斉藤 櫻龍 斉藤 景玉 斉藤 耿星 齋藤 紫搖 斉藤 昭苑 斉藤 翠星 斎藤 宏宜
 齋藤 邦賢 斎藤 正嗣 斎藤 光代 斎藤 幽華 斉藤 緑風 酒井 琴泉 酒井 章堂
 阪井 浩子 堺  宏美 酒井 真希 坂下 清穂 坂本 幸流 坂本 霄風 坂本 凌舟
 鷺岡 青湖 作田 敬風 佐久間憬雲 佐久間松聲 櫻井 明子 櫻井 煌翠 櫻井 紀子
 桜井 和香 迫浴 玉鈴 佐々木昭人 佐藤 雅嵐 佐藤 琴舟 佐藤 恵和 佐藤 光葩
 佐藤 寿邦 佐藤 朱游 佐藤 青瑤 佐藤 石蘭 佐藤 雪邨 佐藤 宗香 佐藤多佳子
 佐藤  匠 佐藤 昌弘 佐藤 美蕉 佐藤 右響 佐藤 連山 佐野 一子 澤口 紫翠
 三本菅伊都子 塩見 玉芳 塩谷 英風 志賀沙由里 鹿田 馨星 志岐 陽華 重光 倩瑟
 品川 佳苑 篠崎 北流 篠村 汀雪 柴崎 春桂 柴田 厚実 柴田 華逕 芝田 雪柳
 柴山 京雪 柴山 彩湖 渋江 真璃 島岡 藤豊 嶋崎 浩子 島地 政美 島田 桂月
 島田 啓子 島津 嶺雅 島戸 香蘭 島根 梅室 清水 貴彦 清水 竹洗 志村 彩雲
 下司 佰皋 下田 章平 下山 香琴 東海林蕗子 白井 珠紅 白井 梢花 白波瀬暁月
 白髭 響山 新川 彩花 神宮 黄楊 進藤 花逢 

 

創玄展及び学生展搬入数 
 

創 玄 展 本 年 度 前 回 展 増 減 

役 員 

一 科 審 318 325 -7 

二 科 審 327 317 +10 

審 査 853 836 +17 

3939 役 員 計 1,498 1,478 +20 

 

公 募 一 科 

漢字部 
Ⅰ 類 170 

1,519 
168 

1,540 
+2 

-21 
Ⅱ 類 1,349 1,372 -23 

か な 部 187 187 0 

詩 文 書 部 1,971 2,006 -35 

篆刻・刻字部 92 96 -4 

 一 科 計 3,769 3,829 -60 

 

公 募 二 科 

漢字部 
Ⅰ 類 144 

1,635 
105 

1,625 
+39 

+10 
Ⅱ 類 1,491 1,520 -29 

かな部 
Ⅰ 類 88 

143 
89 

140 
-1 

+3 
Ⅱ 類 55 51 +4 

詩 文 書 部 983 1,028 -45 

篆刻・刻字部 62 61 +1 

 二 科 計 2,823 2,854 -31 

 公  募  計 6,592 6,683 -91 

総     計 8,090 8,161 -71 
 

学 生 展 高 校 中 学 小・幼年 部 合 計 前 年 比 

一   部 2,985 3,033 10,490 16,508 -393 

二   部 1,293 420 1,351 3,064 -381 

 総    計 4,278 3,453 11,841 19,572 -774 

 


