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800024 旧送別の処を過ぐ 前田 裕子 飯塚市福岡県教育委員会賞

910070 李郢詩 福田 泰子 小郡市朝日新聞社賞

910005 杜甫詩 翁 淑美 久留米市岩田屋三越賞

800049 杜牧詩 一ノ瀬 愷子 福岡市西区福岡市長賞

910065 杜甫詩　龍門 樋口 美智子 久留米市久留米市長賞

800025 松谷菴に宿して瀑を聴く 上村 清 田川市田川市長賞

820027 迺賢詩 石橋 恵子 筑紫野市筑後市長賞

830031 君に事えては 東 真須美 田川郡福智町豊前市長賞

910074 贈青石子 永富 貴美恵 久留米市うきは市長賞

910039 杜甫詩 松田 陽子 嘉穂郡桂川町嘉麻市長賞

930002 李白詩 田邉 悦子 朝倉郡筑前町朝倉市長賞

810012 贈張旭 石川 澄男 福岡市東区福岡市教育委員会賞

840045 漢詩 加来 智恵美 行橋市福岡市教育委員会賞

800008 王維詩 青木 初恵 福岡市早良区北九州市教育委員会賞

840083 王士禛詩 古賀 早智子 大野城市北九州市教育委員会賞

840228 施肩吾の詞 中村 一二三 京都郡苅田町福岡県文化団体連合会賞

910027 杜甫詩 本畑 涼子 福岡市南区九州産業大学造形短期大学

800026 晩菊 中野 順子 鞍手郡鞍手町奨励賞

800140 深根固柢 中山 道則 福岡市東区奨励賞

810075 萬葉歌 北﨑 信子 福岡市東区奨励賞

910031 杜甫詩 代田 ノブ子 筑紫野市奨励賞

910054 元好問詩 本園 暁子 柳川市奨励賞

910060 蘇東坡詩 大田 清美 太宰府市奨励賞

800002 月下對酒 山下 ひろみ 糸島市入選

800006 攝山秋夕作 佐々木 利明 北九州市小倉南区入選

800010 項忠詩 木村 朋子 古賀市入選

800013 題灌山小隠 伊藤 隆子 太宰府市入選

800014 白雲望 宮本 サチ子 福岡市中央区入選

800019 藍仁詩 北島 美知子 福岡市早良区入選

800021 李白詩二首 東條 幸枝 福岡市早良区入選

800023 賀鑄詩 村井 典子 福岡市南区入選

800027 延川道中 石橋 弘美 福岡市早良区入選

800028 山を尋ぬ 越智 勝子 飯塚市入選

800029 小荘道中 谷口 綾子 田川市入選

800033 晩春小詩其二 宇都宮 律子 田川市入選

800034 古詩 吉永 千寿子 田川郡香春町入選

800036 雑詩 田原 琳子 糟屋郡宇美町入選

800038 王漁洋詩 古川 登代子 大野城市入選

800039 雑誌其二 黒木 悦子 福岡市中央区入選
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800040 王漁洋詩 毛利 容子 福岡市中央区入選

800041 画鷹 福本 ユリ子 福岡市東区入選

800042 耶律楚材詩 満田 文恵 福岡市南区入選

800044 謝三秀詩 濵﨑 まり子 福岡市早良区入選

800045 沈道映詩 濵﨑 隆代 福岡市西区入選

800046 王維詩 藤村 たみ江 福岡市早良区入選

800047 杜甫詩 村尾 和子 福岡市早良区入選

800048 嚴維詩 三苫 生子 福岡市早良区入選

800050 杜審言詩 佐口 淳子 福岡市東区入選

800051 黄庭堅詩 船津 モリ 福岡市西区入選

800052 黄道周詩 安宅 トモ子 福岡市西区入選

800054 李白詩 小林 志津子 糸島市入選

800055 漢詩 甲斐 絹子 宗像市入選

800056 白居易詩 山下 久子 糸島市入選

800058 漢詩二題 本多 正代 福岡市西区入選

800064 徐渭の詩 藤本 貴子 福岡市西区入選

800065 渡揚子江 長尾 京子 福岡市早良区入選

800066 李賀詩 陶山 紀美子 福岡市城南区入選

800067 呉蘭雪詩 肥村 豊子 福岡市城南区入選

800068 杜甫詩 古賀 陽子 福岡市城南区入選

800069 白居易詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選

800075 般若心経 小倉 久美子 福岡市南区入選

800078 秦川望 久原 美貴男 田川市入選

800082 月下獨酌（李白） 佐々木 恵子 福岡市西区入選

800083 王漁洋詩 江夏 壽賀 福岡市西区入選

800084 杜甫詩 伊藤 俊彦 福岡市早良区入選

800086 成山 大神 悦子 福岡市早良区入選

800087 出師表 松本 久美子 福岡市中央区入選

800088 張説詩 安川 康彦 福岡市早良区入選

800093 西清對雨 藤家 美和子 福津市入選

800094 野望 柳尾 知子 福岡市早良区入選

800098 悲痛 津留 信代 春日市入選

800111 王士禛詩 豊福 利枝子 久留米市入選

800122 恋 田籠 あすか 福岡市東区入選

800127 面影 岩隈 教子 糟屋郡篠栗町入選

800129 白楽天詩 吉村 春香 福岡市南区入選

800130 王維詩 平井 晴彦 糟屋郡宇美町入選

800131 高青邱詩 堤 美千子 筑紫野市入選

800135 陸游詩 富松 靖美 福岡市早良区入選
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800137 王維之詩 吉冨 明美 福岡市早良区入選

800138 王維之詩 吉冨 明美 福岡市早良区入選

800233 李白詩 山本 節子 太宰府市入選

810001 襍詠 岡崎 昌子 北九州市小倉南区入選

810005 送董樵歸成山舊隱 加藤 広子 行橋市入選

810007 杜甫詩 久羽 時子 福岡市早良区入選

810008 菩薩蛮 井上 美津子 田川郡川崎町入選

810010 王昌齢詩 藤野 久代 糟屋郡篠栗町入選

810014 李太白詩 園田 恵利子 みやま市入選

810015 耶馬渓 宮崎 香津子 福岡市東区入選

810016 戊子三月二十一日殤小女稱 樋口 政子 福岡市南区入選

810018 適意 豊田 和子 久留米市入選

810021 梁寅詩 石橋 佳江 春日市入選

810022 夜歩 戸田 洋子 北九州市八幡西区入選

810025 賦得燈前細雨贈別鄭浮丘 下川 佳廣 筑後市入選

810026 蜀中送項斯誠同年回京 副枝 啓子 小郡市入選

810030 憶東湖 古賀 一子 筑後市入選

810031 梅堯臣詩二首 藤井 れい子 福岡市南区入選

810032 韜鈐の深処 徳永 幸子 福岡市博多区入選

810034 白楽天詩 濵 嗣則 福岡市中央区入選

810035 堂成 戸田 亜里 北九州市八幡西区入選

810036 汝墳貧女 一ノ瀨 ゆう子 直方市入選

810038 白居易之詩 橋野 千恵 福岡市西区入選

810039 李端詩 田村 ゆり 北九州市若松区入選

810040 劉基詩 行武 順子 筑紫野市入選

810042 陸游詩 西村 陽子 福津市入選

810044 萬葉歌 舟越 節 福岡市城南区入選

810045 李白詩 林 由美 筑紫野市入選

810048 月夜江行 上松 千鶴 太宰府市入選

810050 林鴻詩 黒木 晶子 福岡市早良区入選

810051 良寛詩 池田 和枝 太宰府市入選

810053 園居 曺 典子 田川市入選

810056 七言対句 山中 照光 福岡市城南区入選

810059 湖上 天野 咲江 福岡市早良区入選

810060 朱衡詩 江崎 公徳 柳川市入選

810068 盧僎詩 小林 久美子 福岡市東区入選

810069 甘菊冷淘 吉見 尚子 福岡市早良区入選

810108 蘇軾詩 小山 道子 福岡市早良区入選

810110 擬詠懐第十七首 久保田 美鈴 福岡市南区入選
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820005 崔国輔詩 近藤 和子 大牟田市入選

820008 聞角 山下 明子 福岡市東区入選

820009 聖 迎 由美子 福岡市西区入選

820010 聲滿 三上 意織 福岡市南区入選

820015 寒垢離 前田 圭子 福岡市南区入選

820016 呉瞻泰詩 眞部 眞知子 福岡市中央区入選

820019 李白詩 西村 幸枝 糟屋郡粕屋町入選

820028 白楽天之詩 大平 礼子 福岡市城南区入選

830001 納涼 長沼 孝昌 北九州市八幡東区入選

830005 白楽天詩 花田 陽子 宗像市入選

830007 万葉の歌 木下 淑子 福岡市中央区入選

830010 陶淵明詩 柴田 幸祐 福岡市東区入選

830013 明林 安河内 粹 福岡市南区入選

830014 子規 上田 誠二 福岡市博多区入選

830015 南淵 大野 眞理子 福岡市早良区入選

830016 黄鸝 中村 圭吾 北九州市若松区入選

830021 雲山 濵町 美栄 福岡市南区入選

830022 呉偉業詩 琴尾 泰裕 宗像市入選

830023 張寧詩 坂本 順司 宗像市入選

830025 孤舟 山下 竜輝 福岡市東区入選

830026 村行 荒牧 ゆう子 福岡市南区入選

830028 岑參詩二題 増木 喜久代 福津市入選

830029 秋風 高倉 雄太 福岡市西区入選

830030 風雨 末武 歩夢 北九州市小倉南区入選

830034 瀧 田代 紀代美 福岡市早良区入選

830035 恋渡鴨 平川 素子 福岡市城南区入選

830036 萬葉歌 胡井 滿子 福岡市早良区入選

830040 李白詩 内村 由香里 大川市入選

830042 杜甫の詩 島田 涼帆 宗像市入選

830043 玉露 佐藤 訓平 福岡市南区入選

830045 道 田中 なおみ 福岡市南区入選

830046 五嶺 池田 真悠子 福岡市中央区入選

830049 漢詩 宮川 君江 宗像市入選

830050 瀟湘夜雨 内田 しのぶ 宗像市入選

840004 夜渡海 添島 浩 大野城市入選

840006 王維詩 大谷 登美子 北九州市小倉北区入選

840007 薛濤之詩 園田 ゆかり 行橋市入選

840012 顧況詩 寺山 博子 北九州市八幡西区入選

840014 雑詩 小出水 恵利奈 遠賀郡水巻町入選
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840016 除青藤詩 白川 あすか 北九州市小倉北区入選

840018 錢惟善詩 吉兼 法子 行橋市入選

840019 呉文泰之詩 立石 寿子 北九州市若松区入選

840020 高青邱詩 川田 美佐江 北九州市小倉南区入選

840021 李夢陽 城戸 富枝 北九州市若松区入選

840025  上岡 紀子 行橋市入選

840026 李白詩 中西 惠子 北九州市若松区入選

840027 紇干著詩 清末 優子 京都郡みやこ町入選

840028 過乗如禅師蕭居士嵩丘蘭若 池田 孝子 筑紫野市入選

840030 終南別業 金子 千春 田川郡香春町入選

840032 張祜の詩 板戸 みのぶ 行橋市入選

840035 望武夷山作 森 昭子 福岡市南区入選

840036 李夢陽詩 田中 喜代子 北九州市若松区入選

840038 樹間 村上 早苗 京都郡みやこ町入選

840042 張籍の詩 中 章志郎 行橋市入選

840043 揚範詩 山本 信子 福岡市中央区入選

840047 陸游詩 早良 友知子 福岡市中央区入選

840048 百花亭晩望夜歸 古賀 トヨ子 福岡市南区入選

840051 題馬文璧秋山圖爲盧仲章賦 田渕 和代 行橋市入選

840052 徐凝の詩 梅田 雅子 行橋市入選

840053 客邸中秋對月 別府 眞通子 福岡市南区入選

840055 蘇東坡詩 林 亜希子 北九州市若松区入選

840057 徳祥之詩 中村 映子 行橋市入選

840058 李白四首 西島 ひろみ 福岡市南区入選

840063 王家相の句他三首 三原 昭子 行橋市入選

840064 七言律詩 芳賀 季充子 北九州市若松区入選

840065 王維詩 神坂 清子 筑紫野市入選

840068 孟浩然 加来 和恵 行橋市入選

840069 常建之詩 乙藤 愛子 福津市入選

840073 王安石詩 田村 玲子 北九州市門司区入選

840074 春感 樋口 豊子 福岡市南区入選

840076 賈至詩 藤原 昇一 福岡市中央区入選

840078 甘復之詩 嶌 雄大 八女郡広川町入選

840086 古風 前田 佳音 太宰府市入選

840090 送張子尉南海 田中 幸二郎 遠賀郡岡垣町入選

840092 草堂 花坂 梨紗 筑紫野市入選

840094 草枕 西村 千秋 福岡市東区入選

840095 王維詩 中村 ミヤ子 飯塚市入選

840096 謝霊運之詩三首 石川 詩野 筑紫野市入選
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840098 白居易詩 田中 美奈子 福岡市南区入選

840100 漢南春望 高橋 正貴 福岡市南区入選

840102 良寛禅師之詩 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

840103 飲中八仙歌 朽網 二千翔 八女市入選

840106 春日酔起言志 前田 哲秀 北九州市八幡西区入選

840108 虎洞之詩 大谷 聖子 北九州市八幡西区入選

840109 謝霊運之詩 曽根田 葉月 福岡市中央区入選

840114 米芾の詩 後藤 信子 北九州市八幡西区入選

840116 李白之詩四首 西田 桜 福岡市中央区入選

840118 春日醉起言志 山本 恵子 北九州市八幡西区入選

840120 韓翃詩 森田 優子 行橋市入選

840121 飲酒其十四 雑賀 由美 北九州市小倉北区入選

840122 茱萸 足立 可子 福岡市早良区入選

840126 唐詩 野田 梨香 田川市入選

840128 砂 木村 瑞代 北九州市小倉南区入選

840129 送姚方伯 鈴木 茂彦 遠賀郡遠賀町入選

840135 熊孺登詩 佐藤 喜久子 行橋市入選

840137 王維の詩二首 髙野 瑞貴 福岡市東区入選

840138 孫嗣蘭亭之詞 藤村 麻央 北九州市門司区入選

840139 僧の廬山に入るを送る 平塚 隆子 築上郡築上町入選

840222 陸游詩 櫻井 卓 北九州市八幡西区入選

840224 空 岡田 利定 北九州市小倉南区入選

840225 野 岡田 利定 北九州市小倉南区入選

840226 唐詩 石谷 弘子 行橋市入選

840227 孟浩然詩 牧 せつ子 福岡市早良区入選

840229 王維詩 中村 久美子 福岡市早良区入選

840230 劉得仁詩 神 式部 築上郡築上町入選

840231 賈島詩二首 合山 葉子 福岡市早良区入選

840232 萬葉歌 村上 与志子 行橋市入選

840233 張祜詩 柴戸 光子 福岡市早良区入選

840235 謝霊運詩 石橋 淳子 福岡市早良区入選

850003 無題 桑野 陽子 田川市入選

860001 漁父の歌 井上 継信 田川郡川崎町入選

860010 岳陽晩景 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選

860012 嘉陽登舟 辰島 眞須美 田川郡福智町入選

860018 劉滄の詩 花元 由紀子 飯塚市入選

870001 万葉歌 長 強 福岡市早良区入選

880001 群巒 久保山 泰子 久留米市入選

880006 論語 原 美智代 久留米市入選
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880010 李白詩 今里 英代 八女郡広川町入選

900001 杜甫詩 山之内 亨 北九州市八幡西区入選

900005 杜甫詩 渡辺 昭子 北九州市門司区入選

910001 李白の詩２種 待鳥 武 柳川市入選

910002 西江貽釣叟騫生 舟津 綾乃 福岡市東区入選

910003 舒位詩 江口 惠子 柳川市入選

910004 林堯兪詩 宮尾 幸 北九州市小倉南区入選

910007 劉嗣綰の詩其の三 戸次 綠 久留米市入選

910008 良寛詩 江川 コズエ 北九州市小倉南区入選

910010 夕陽 松井 香月 小郡市入選

910011 劉基詩 友延 直子 福岡市南区入選

910013 錢起詩 寺島 喜美枝 久留米市入選

910014 法藏與義湘 波止 万里子 宮若市入選

910015 恵洪詩 萩原 和子 福岡市南区入選

910016 飲中八仙の歌 田中 亮子 太宰府市入選

910020 香山寺月夜 廣津 晶子 久留米市入選

910022 渭川田家 野村 文子 久留米市入選

910023 杜甫詩 馬場 佳子 筑紫野市入選

910024 李煜詩 柴田 美和子 福岡市南区入選

910025 孔侍中帖より　王羲之 藤島 美也子 糟屋郡須惠町入選

910028 題畫菜 梶原 カナエ 北九州市八幡西区入選

910029 李白詩 諸藤 美智子 久留米市入選

910032 琵琶行　唐白居易 脇山 佳子 太宰府市入選

910033 王漁洋の詩 大野 美智恵 久留米市入選

910034 白燕 田本 志保 小郡市入選

910037 銭塘観潮 吉丸 浩平 糸島市入選

910038 春日憶李白 杉本 邦子 久留米市入選

910040 杜甫詩 古賀 和子 筑紫野市入選

910042 杜甫詩 井手田 宏子 太宰府市入選

910043 杜審言詩 長谷 喜代 久留米市入選

910044 登復州南樓 渡辺 新太郎 嘉麻市入選

910046 夢中送六出関 橋本 仁美 春日市入選

910047 杜甫詩　閣夜 緒方 五子 久留米市入選

910048 杜甫詩 永江 佳恵 筑紫野市入選

910050 黄庚詩 宮崎 紀美子 久留米市入選

910052 高啓詩 田川 文代 久留米市入選

910053 李白詩 田中 宏美 福岡市南区入選

910055 呉蘭雪詩 石橋 裕佳 久留米市入選

910056 萬葉歌四首 竹内 美津子 福津市入選
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910057 袁枚の詩 髙野 和子 久留米市入選

910059 謝朓詩 杉尾 ヨシ子 久留米市入選

910061 杜甫詩 津福 英子 久留米市入選

910062 杜甫詩 有村 千代子 筑紫野市入選

910066 杜甫詩 橋口 由佳 太宰府市入選

910067 西湖夜泛 髙田 章子 久留米市入選

910068 袁宏道詩 門屋 夏代 大野城市入選

910069 恵洪詩 工藤 公子 福岡市南区入選

910071 除夜野宿常州城外二首 宇都宮 澄子 筑紫野市入選

910073 黄鶴楼 甫守 理紗 福岡市西区入選

910075 蘇軾詩 廣瀬 健一 北九州市八幡東区入選

920001 菜根譚一節 西野 みさ子 北九州市八幡西区入選

930003 梁園吟 栁 美紀 小郡市入選

950003 杜甫詩 高田 喜代子 福岡市博多区入選

950004 香爐峰 茂地 理恵子 福岡市城南区入選

950007 萬葉歌 川本 雅子 福岡市中央区入選

950009 李商隠詩 藤 陽介 福岡市西区入選

950011 陳有守詩 森 昌子 福岡市南区入選

950012 東風 北原 裕也 春日市入選

960001 杜甫詩 豊福 真知子 福岡市南区入選

970003 鳩 辰本 都 北九州市小倉南区入選

970005 高士談の詩 鷹本 誠 北九州市門司区入選

970006 黄庭堅の詩 中西 隆子 北九州市八幡西区入選

970008 寒山詩 竹内 陽子 中間市入選

970010 王維の詩 堀江 輝子 遠賀郡芦屋町入選

970012 李賀詩　秋来 木藤 公隆 北九州市若松区入選

970013 韋應物詩 平安 周代 北九州市若松区入選

970014 王維詩 中村 惠子 北九州市若松区入選

970017 李白詩 小野 健二 北九州市若松区入選

970018 韋應物詩 射場 ユキヱ 北九州市若松区入選

970019 岑参詩 坂 英子 北九州市若松区入選

970021 李白詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選

970022 李夢陽詩 吉永 みゆき 北九州市若松区入選

970023 李白詩 徳茂 美子 北九州市若松区入選

990012 徳純行篤 大里 和子 福岡市西区入選
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860031 はなのいろは 井上 典子 飯塚市福岡県議会議長賞

840144 良寛の歌 深堀 美郷 福岡市東区西日本新聞社賞

840155 古今和歌集の歌 古賀 醇子 北九州市戸畑区北九州市長賞

910080 音羽山 西川 扶美 宗像市糸島市長賞

810095 恋の歌 藤山 朋子 福岡市南区福岡市教育委員会賞

860039 夏衣 国広 裕佳 直方市北九州市教育委員会賞

830055 新古今和歌集より 花田 佐智子 古賀市福岡文化財団賞

800149 三十六歌仙のうた 田中 富美子 筑紫野市奨励賞

830057 百人一首の歌 福浦 良子 三潴郡大木町奨励賞

800142 春の苑 井上 康子 糟屋郡篠栗町入選

800145 新古今和歌集の歌 小川 貞子 福岡市西区入選

800147 百人一首 森木 俊子 糸島市入選

800150 梅が香に 久賀 明美 筑紫郡那珂川町入選

800152 ささなみ 五十嵐 維子 福岡市早良区入選

800155 良寛のうた 大西 満喜江 古賀市入選

800157 ゆふまぐれ 棚町 鈴子 三井郡大刀洗町入選

800161 めぐりあひて 今村 幸以 福岡市博多区入選

800162 夕さらば 井上 寿子 直方市入選

800163 山桜花 真子 幸恵 筑紫野市入選

800172 うめの花 安田 悦子 福岡市早良区入選

800178 あかつきとおもわでと 瓦林 淳子 福岡市早良区入選

800179 春ふかみ 小野 弘美 福岡市東区入選

800181 心こそあくが 松尾 裕美 福岡市東区入選

800187 霞たつ 浜地 寿賀子 福岡市西区入選

800188 吹く風と 砥板 とき子 福岡市南区入選

800190 雨はれて 佐藤 八恵子 福岡市南区入選

800191 ひさかた 古賀 直子 福岡市西区入選

800193 山吹の花 秋永 弘江 福岡市南区入選

800196 新古今和歌集の歌 新野 多須子 朝倉市入選

800197 萬葉集下巻 楢原 陽子 太宰府市入選

800199 松陰辞世の句 小川 良子 筑紫野市入選

800200 秋の歌 原口 靖子 筑後市入選

800201 賀の歌 阿部 康子 春日市入選

800202 四季の美 重松 聖子 久留米市入選

800203 夏の月 武谷 円香 久留米市入選

800208 八重葎 秋吉 恵美 福岡市早良区入選

800210 ひさかたの 井上 早苗 朝倉市入選

810071 庭の辺の水づく木立に 松尾 紀美代 太宰府市入選

810079 秋 藤井 千晴 福岡市城南区入選
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810081 夕露 吉村 康子 糸島市入選

810083 野べの若菜 松村 いづみ 福岡市西区入選

810085 ほのぼのと 江藤 洋子 大野城市入選

810086 牧水の歌二首 川嵜 眞由美 福岡市城南区入選

810091 万葉のうたを 白井 千代香 福津市入選

810093 空蝉の世 平山 邦子 福岡市城南区入選

810094 若山牧水の歌 堺 富子 飯塚市入選

820029 梅の花 前田 百合子 福岡市南区入選

820032 白百合の 平 陽子 春日市入選

820033 新古今集古今集 喜多原 信幸 太宰府市入選

820035 西行の歌 江口 育子 柳川市入選

820037 藤原高光の歌 川口 富子 大牟田市入選

820040 与謝野晶子のうた 岩下 紀子 福岡市中央区入選

820041 在原業平朝臣の歌 中村 紀代子 大牟田市入選

820044 花の色は 田代 恭子 筑紫野市入選

820046 二条院讃岐の歌 宮崎 京子 大牟田市入選

820048 百人一首より 菜畑 佳子 太宰府市入選

830052 百人一首 石橋 五月 大川市入選

830054 吹きたまる雪が真白き 平島 昌子 福岡市東区入選

830056 古今和歌集の歌 宮﨑 美登子 大川市入選

830058 新古今和歌集 鍋島 千恵子 八女市入選

830059 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選

830060 新古今和歌集のうた 松藤 留美子 柳川市入選

830061 古今和歌集の歌 大塚 美惠 久留米市入選

840141 やどりせし人 入江 恵津子 福岡市南区入選

840142 古今和歌集の歌 津上 武子 北九州市小倉南区入選

840146 百人一首の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選

840149 百人一首の歌 中川 里恵子 北九州市八幡西区入選

840150 富士の高嶺 橋本 美枝子 小郡市入選

840151 小倉百人一首 宮本 敏子 京都郡苅田町入選

840153 鴬 森田 由利絵 福岡市城南区入選

840156 梅が香 青木 知子 古賀市入選

840157 梅の花 篠原 真利子 福津市入選

840159 春すぎて 深町 喜代子 福岡市早良区入選

840160 百人一首の歌 末永 和子 北九州市若松区入選

840161 月 長谷川 崇代 北九州市門司区入選

840162 くれなゐにほふ桃の花 土師 洋子 古賀市入選

850005 萬葉の歌 金子 ようこ 宗像市入選

860025 にきたつに 赤星 郁子 飯塚市入選
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860026 古今和歌集より 穴見 和子 嘉麻市入選

860028 むらさきの色に 井上 直子 春日市入選

860030 いにしへの 井上 典子 飯塚市入選

860034 冬ちかく 浦田 初美 嘉麻市入選

860035 はるすぎて 大上 ミサ子 飯塚市入選

860036 やまぶきの 川波 素子 飯塚市入選

860037 石越ゆる水 岸 初美 飯塚市入選

860040 朝霞 倉智 敦 飯塚市入選

860041 冬の山里 国沢 文恵 田川市入選

860042 わかのうらに 小玉 久代 嘉穂郡桂川町入選

860044 新古今和歌集秋歌 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

860046 初時雨 白土 美保 飯塚市入選

860048 秋のうた 菅 久子 飯塚市入選

860049 秋の夜 高野 由美子 飯塚市入選

860050 夏の野 髙橋 貴子 飯塚市入選

860056 日ぐらしのなく 畑中 洋子 中間市入選

860059 山高み 平山 直詞 飯塚市入選

860061 秋の花 渕上 松子 飯塚市入選

870007 万葉集より 守田 順子 福岡市中央区入選

870008 桜花 山田 富喜子 福岡市博多区入選

870010 ほととぎす 團 美紀子 福岡市東区入選

870011 風 高本 香代子 福岡市博多区入選

880013 古今のうた 髙松 佑子 久留米市入選

880014 春雨ににほへる 松尾 寿子 八女市入選

880015 ほととぎす 中司 民子 筑後市入選

880018 ささの葉に 田中 和子 久留米市入選

880019 秋萩の 山口 さゆり 大牟田市入選

890004 ふる雪のみるみる積る此庭 岡本 愛 福岡市南区入選

890007 若山牧水のうた 宮尾 恭子 福岡市中央区入選

910077 小倉百人一首 植木 明子 直方市入選

910084 若葉に透ける 中川 勝詔 久留米市入選

910085 新古今和歌集 森近 正子 小郡市入選

910086 晶子のうた 荒巻 聡美 柳川市入選

910087 ほととぎす 濵田 葉子 久留米市入選

910090 百人一首 越智 厚子 嘉麻市入選

910091 若山牧水のうた 角 里子 柳川市入選

930004 新古今和歌集 池田 あけみ 小郡市入選

930005 さまざまの 井手 直子 八女市入選

930006 早蕨 江上 由紀子 八女市入選
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930010 秋の野に 田中 照子 久留米市入選

930011 夕月夜 中村 郁子 久留米市入選

930013 うす霧の 濱地 由加里 福岡市城南区入選

930014 梅が香に 鷲頭 裕美子 筑後市入選

950010 小倉百人一首 古賀 洋子 福岡市博多区入選

990011 路 下本地 陽子 福岡市博多区入選
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800214 為政清明 中島 弘康 北九州市若松区福岡県美術協会賞

840176 剛毅果断 田縁 文雄 宗像市読売新聞社賞

800220 轉禍為福 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区奨励賞

800211 史魚秉直 中川 幹雄 田川市入選

800213 學萬人敵 石口 澄夫 遠賀郡水巻町入選

800216 寒流帯月澄如鏡 加治屋 孝則 北九州市小倉北区入選

800218 龢光同塵 小寺 美穂 福岡市西区入選

800222 深沈厚重 石津 淑 福岡市中央区入選

800224 則天去私 吉井 多恵 福岡市中央区入選

840164 心地乾淨 渡邉 優花 久留米市入選

840165 既住不咎 石川 大雅 北九州市小倉南区入選

840167 天日和光 山口 一利 宗像市入選

840169 寿山福海 石井 陽子 宗像市入選

840171 天地和同 山中 華鈴 福岡市西区入選

840173 謙光 植波 龍二 北九州市小倉南区入選

840174 専欲難成 吉田 多雅士 太宰府市入選

840178 開心見誠 山北 亜美 福岡市東区入選

840180 香風暖 伊藤 亮大 北九州市小倉南区入選

840181 厚徳載福 渡邉 未来 朝倉郡筑前町入選

840183 無盡藏 光永 幸太郎 北九州市小倉北区入選

840186 敲冰煮茗 高山 琴音 春日市入選

840187 對面千里 岡﨑 眞悟 宗像市入選

840190 斬釘截鉄 黒﨑 涼雅 福岡市中央区入選

840191 窮達有時遭遇有命 福田 美紗樹 筑紫郡那珂川町入選

840193 慶雲興 樋髙 友海 春日市入選

840194 落花風 白木 清美 鞍手郡鞍手町入選

840195 能藏拙 砂川 きらら 筑紫野市入選

860066 得魚忘筌 大上 泰治 飯塚市入選

860069 梨華雪飛 梅本 博 田川市入選

860070 鐡心石腸 大塚 幸子 飯塚市入選

860073 行雲流水 大塚 節子 飯塚市入選

860074 長生久 武富 良彦 飯塚市入選

880021 一塵法界 吉本 文雄 久留米市入選

890010 物外游 河野 龍一 みやま市入選

910095 詩経句 古賀 しのぶ 遠賀郡遠賀町入選

990002 萬途一轍 諫山 繁 筑紫郡那珂川町入選

990003 裏遊観 中村 敏 小郡市入選

990004 隔断紅塵 樋口 卓也 久留米市入選

990005 霽月凝冷 安野 由志枝 久留米市入選
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990006 驪龍玩珠 音在 孝子 福岡市東区入選

990009 鷄頭鳳尾 椎野 逸記 春日市入選

990010 麟鳳呈祥 平井 健太 太宰府市入選
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800228 無垢の予兆 新谷 富美代 北九州市門司区福岡県知事賞

830070 白秋の歌 廣瀬 育代 柳川市毎日新聞社賞

820082 白牡丹 村上 嘉子 福岡市博多区奨励賞

830072 朝の気韻 加藤 裕理美 宗像市奨励賞

800230 若山牧水の歌 藤 良子 太宰府市入選

820050 星とたんぽぽ 松石 明子 福岡市博多区入選

820051 不動寺の紫陽花に 小畠 久明 北九州市小倉北区入選

820052 おくのほそ道 大坪 桂子 北九州市小倉南区入選

820053 北原白秋の歌 石橋 かずみ 柳川市入選

820054 王子山 白石 巳砂子 北九州市門司区入選

820055 あこがれ 安仲 みなみ 北九州市小倉南区入選

820056 村の鍛冶屋 松原 由紀子 福岡市東区入選

820059 蝶 満江 恵美子 福岡市東区入選

820061 夢にて 牟田 悦子 北九州市小倉北区入選

820063 満月の夜 藤 久美子 福岡市東区入選

820065 地球 秋永 智子 北九州市小倉北区入選

820066 雁 藤木 京子 糟屋郡宇美町入選

820069 公園の薄暮 川上 和子 朝倉郡筑前町入選

820071 草枕 下川 育子 筑後市入選

820072 砂の砦 川久保 由香里 久留米市入選

820073 あがろっぽん 園田 輝美 大川市入選

820076 思ひ出 山口 裕子 柳川市入選

820078 争いの欲しさ 大竹 美喜枝 朝倉市入選

820081 窓辺 森 正子 朝倉市入選

820089 梧竹のことば 佐藤 文香 北九州市八幡西区入選

820090 春の畠 内田 奈々子 福岡市博多区入選

820092 フローベールの詩 松尾 理恵子 大牟田市入選

830062 小林一茶の句 大坪 勤子 柳川市入選

830063 北原白秋の歌 金子 佳音里 福岡市中央区入選

830064 吉井勇の歌 井石 春夫 筑紫野市入選

830065 小林一茶の句 志岐 知子 大川市入選

830066 北原白秋の歌 江上 美代子 柳川市入選

830067 新古今和歌集 石橋 和憲 大川市入選

830069 冬景色 米倉 小夜子 古賀市入選

840202 櫻の絨毯 向井 初美 中間市入選

840209 素朴な琴 西谷 礼子 北九州市小倉南区入選

840213 月草 田中 千恵子 北九州市小倉北区入選

840215 海 二木 浩子 行橋市入選

840218 平家物語より 竹本 航 行橋市入選
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840219 芭蕉の句 今永 惠子 京都郡みやこ町入選

840220 芭蕉の二句 岩永 みゆき 築上郡築上町入選

840236 白秋の詩 中上 美恵子 行橋市入選

870017 草枕 水早 利子 福岡市中央区入選

910100 白秋の歌 平島 加代子 小郡市入選

910102 憶良の歌 平山 次子 小郡市入選

910103 松尾芭蕉奥の細道 三小田 美枝 筑後市入選

930015 万葉の歌 大場 美保子 小郡市入選

930017 一茶の句 山口 知通子 小郡市入選

930018 万葉の歌 若菜 徳子 小郡市入選


