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第 57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― 

柿下 木冠（毎日書道会参事・独立書人団参事)   武田  厚（美術評論家・多摩美術大学客員教授) 

 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 荒金 大琳 石原 北陽 卯中恵美子 金敷 駸房 河合 蘆洲 小林 融之
 近藤 北濤 鈴木 不倒 醍醐 春翠 高野 清玄 奈良 尚石 吉田久実子 塚原 秀巌
 西野 桃笠 藤巻 昭二 

漢字部 第一科 ―26 名― 

 赤熊 玉蓉 石井 秀人 大多和玉祥 香川 景行 葛西 玄濤 加藤 有鄰 金子 草風
 小林 融之 今 和希子 齋藤 湖舟 鈴木 孔聲 大上 凌胡 高野 清玄 瀧野 喜星
 竹村 節子 種谷 柳雪 経澤 菁汀 天満谷貴之 友野 浅峰 中田 紅風 奈良 尚石
 長谷川鸞卿 藤巻 昭二 松浦 北龍 山崎 玄剛 山田 史子 

かな部 第一科 ― 9 名― 

赤冨士北祭 大川壽美子 柏谷富美子 紅林 幸子 東海林淳子 白幡 陽子 椿原 量子
 山中 佳華 吉田久実子 

詩文書部 第一科 ―27 名― 

 荒井 彭仙 荒金 節子 大川 宣子 加藤 秋濤 熊谷 咸集 黒田 寿水 後藤 啓太
 近藤 北濤 斎藤 大麓 斎藤 和梗 鈴木 不倒 惣名 秀峰 武内 峰敏 玉城 乾香
 塚原 秀巌 中尾 春照 中上ゆかり 中田 李燁 西野 桃笠 馬場 松影 廣澤 凌舟
 堀  鴻烽 湊  翠明 武良 霜伯 山本 英雲 吉村 和子 若林久美子 

篆刻・刻字部 第一科 ― 5 名― 

卯中恵美子 小西 斗虹 園田 蒼雨 野瀬 雋水 福富 玲茜 

 漢字部 第二科 ―25 名― 

秋本 紫仙 井上 夕霞 井上 蓉花 因  博美 植田 真麗 内山 宇響 川口 碧水
 小林 智紀 小宮 珠苑 小宮 有舜 近  春宵 櫻井 九晨 田中 瑞鳳 日向 伯周
 平岩 美風 福田 樹山 堀  一惜 宮岡 蝶溪 宮崎 淳史 宮崎 騁洋 村井 紫扇
 森谷 幸子 森津 竹仙 矢壁 燎東 大和 鳥啼 

かな部 第二科 ― 8 名― 

押上万希子 笠原 博子 金子 紅藍 小岩 香雪 田畑 利子 二階堂友美 藤井 美颯
 森 ひとみ 

詩文書部 第二科 ―25 名― 

石山 雪虹 磯波 水鈴 伊藤 芳香 井上 香月 岩本 志豪 内山 蘭月 大滝 探仰
 川上 和子 君塚 咸子 熊谷 会颯 小泉 春庭 上西 弘美 関根 悟牛 高岡 律子
 高田 京霞 多田 清芳 鳥居 柳城 長岡 祥鳳 新山 翠香 藤本  篤 堀内 賢明
 八木 龍舟 横山 美水 吉野 祥琴 和田 葉雪 

篆刻・刻字部 第二科 ― 4 名― 

 安部 華慧 高橋 秀之 伊東 紀夫 小林 庸子 

 

全国学生書道展当番審査員 ―230 名― 

 末森 水苑 須賀 雄鳳 菅野 溪岳 杉原 汀雨 杉村 帰心 杉本 佳延 杉本 宵庭
 鈴川 臥流 鈴木 功子 鈴木 映春 鈴木 華芳 鈴木 暉月 鈴木 桂泉 鈴木 煌洋
 鈴木 紅藍 鈴木 彩雨 鈴木 彩雪 鈴木 修竹 鈴木 壽桃 鈴木 笋芽 鈴木 翠峰
 鈴木 青蘋 鈴木 栖鳳 鈴木 青麗 鈴木 美月 砂長 紫音 隅田 綾苑 住吉 房子
 瀬賀 和馨 関  香柚 關 登紀枝 関野 鼓夢 瀬戸 龍門 瀬戸口竹城 瀬戸口汀霞
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 妹尾 菖彩 芹沢 光苑 宗  九霄 相馬 清芳 曽我 典子 曽我部庸子 園田 一娠
 染谷 紫郷 高尾 玉溪 高田咲記子 高田 紫霞 高田 梢蘭 高堂 桂春 高橋 英鳳
 高橋加代子 高橋 磬堂 高橋 紅華 高橋 翠城 高橋千恵子 高橋 藍夏 高橋 竜平
 高橋 龍鳳 高村 幸鵞 高村 欄月 高森 清華 高柳 伍得 田川 景秋 瀧川 香雪
 瀧川 梨鶯 竹内 流葉 武川 登貴 武田 玲香 竹林 青園 田嶋 亜紀 田尻 白華
 田尻 和景 橘 智恵美 楯  芳琴 田中 綾香 田中 杏霞 田中 桂子 田中 恵風
 田中 紅扇 田中 春苑 田中 照葉 田中 爽舟 田辺 一心 谷口 大觀 谷村やよい
 田伏 星香 玉井 杏薫 玉城 乾舞 玉田 春岱 玉村 栖花 田丸 青蘭 田村 澄心
 檀上 絹子 千葉 啓子 千葉 白姚 千葉 和彩 茶圓 光曄 一寸木彩葩 塚田 雪蓉
 辻  白楊 辻河 嵐迥 辻村 嶺水 辻本 菖景 津田 翠舟 津田 龍堂 土屋 秀煌
 堤  養真 綱川 静峰 円谷 渓舟 鶴岡 香雪 鶴岡 雪湖 出光 紅花 出村 陽光
 寺部 志魁 寺本 湖光 土井 花漣 土居 池畔 土肥 立雪 時田 香苑 戸口 春静
 徳永 仁美 徳永 芳園 富川 桃湖 富澤 萌未 富所 白象 冨山 雪谿 富山 鮮水
 豊嶋 恵子 鳥居 栞旬 頓所 荷葉 内藤 一翠 永井 閑翠 長池 晞楓 仲尾  篤
 中尾 清香 長岡真貴子 中川 道子 永倉 紫寶 中澤 唾光 永澤 悠山 中塩 朝光
 中嶋イチ子 中嶋 恵華 中島 白隆 中嶌 有希 中田 清美 中田 智子 仲谷 香恵
 中谷 玲翠 長谷 華心 中務 安紀 長縄 祐子 中西 蒼芳 中野 玄柳 中野 新雪
 中野 寿美 中野 智美 長原 皋月 中村 瑛華 中村 花影 中村 瞳風 中村 美蕉
 中村 文子 中村 芳龍 中村 雅子 中本 清雲 中屋美恵子 中山 光流 鍋谷 幽径
 滑川 江風 成内 淳子 南部 匠亨 二階堂黄岳 仁木 志香 西方 道代 西川 空寫
 西川 草園 西川 葉峯 西崎 清華 西田 晴美 西出 由希 西野 恵風 西野 帛苑
 西山 希燁 仁谷 艸舟 二峰 亜紀 二宮 琴浄 丹羽 彩霞 沼田 敏明 練尾 明子
 野上 千嶂 禾本 凛華 野田 栄瑚 野田 水耀 野田 満代 野中 静波 野中 林雨
 野村 花鄰 野村 白蓮 芳賀 髄月 萩野谷聡美 萩原 克溪 橋本 涛舟 橋本 侑馬
 橋本 流雪 蓮見 南海 長谷川玉耀 長谷川菁山 長谷川昌代 長谷川鳴珂 長谷山菊華
 秦  鶴芳 秦  望春 畑澤 宏和 初山 孝子 花田 豊園 羽根 寿子 馬場 香雨
 濵崎 美梢 濱田 佳泉 浜田 美星 濱波 裕介 濱野 麗茱 林  一尋 林  星眠
 林  良枝 原  紅蘭 原田 皇麗 原田 千麗 飯田 径艸 伴場 彩園 

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 327 318 +9 

二 科 審 346 327 +19 

審 査 847 853 -6 

3939 役 員 計 1,520 1,498 +22 

 

公 募 一 科 

漢字部 
Ⅰ 類 149 

1,480 
170 

1,519 
-21 

-39 
Ⅱ 類 1,331 1,349 -18 

か な 部 164 187 -23 

詩 文 書 部 1894 1,971 -77 

篆刻・刻字部 84 92 -8 

 一 科 計 3,622 3,769 -147 

 

公 募 二 科 

漢字部 
Ⅰ 類 102 

1,460 
144 

1,635 
-42 

-175 
Ⅱ 類 1,358 1,491 -133 

かな部 
Ⅰ 類 57 

101 
88 

143 
-31 

-42 
Ⅱ 類 44 55 -11 

詩 文 書 部 834 983 -149 

篆刻・刻字部 45 62 -17 

 二 科 計 2,440 2,823 -383 

 公  募  計 6,062 6,592 -530 

総     計 7,582 8,090 -578 
 

学 生 展 高 校 中 学 小・幼年 部 合 計 前 年 比 

一   部 2,936 3,146 9,643 15,725 -783 

二   部 1,720 386 1,333 3,439 +375 

 総    計 4,656 3,532 10,976 19,164 -408 


