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850096 新晴 石田 信 北九州市門司区県議会議長賞

850127 朝露 田中 博美 北九州市小倉北区朝日新聞社賞

860006 寒山詩 西村 常子 宮若市岩田屋三越賞

800046 杜甫詩 宮﨑 洋子 福岡市中央区福岡市長賞

850122 鮑照詩 田中 美奈子 福岡市南区直方市長賞

800082 清詩五言律詩 田中 節子 糟屋郡須惠町田川市長賞

981003 蘇舜欽詩 堤 環 小郡市八女市長賞

890009 論語 原 美智代 久留米市大川市長賞

820026 陸游詩 石橋 恵子 筑紫野市筑紫野市長賞

850117 方回詩句 川島 泰子 福岡市西区太宰府市長賞

800108 漢詩　白楽天 井上 フジヱ 糸島市糸島市長賞

800152 野泊 吉永 千寿子 田川郡香春町福岡市教育委員会賞

810083 萬葉歌 北﨑 信子 福岡市東区福岡市教育委員会賞

800096 李端詩句 木下 良江 福岡市早良区北九州市教育委員会賞

800102 送平淡然判官 黒木 悦子 福岡市中央区北九州市教育委員会賞

920029 陶淵明詩四首 樋口 美智子 久留米市県文化団体連合会賞

800018 邨居 岩佐 優 福岡市中央区九州造形短期大学賞

800094 陶淵明詩 富松 靖美 福岡市早良区奨励賞

800137 岑参詩 豊福 利枝子 久留米市奨励賞

800181 李白詩 村 春香 福岡市南区奨励賞

920019 朱衡詩 下川 香代子 筑後市奨励賞

920063 蘇東坡詩 古賀 和子 筑紫野市奨励賞

980007 梅堯臣詩 竹内 陽子 中間市奨励賞

800003 桃源漁父行其三 河野 涼子 福岡市西区入選

800005 與蘇武詩三首之二 宮川 晶子 筑紫郡那珂川町入選

800006 南郡歌 礒﨑 和子 福岡市早良区入選

800008 王英詩 山下 ひろみ 糸島市入選

800009 王紱詩 小山 淳子 福岡市城南区入選

800010 山亭夏日 伊藤 隆子 太宰府市入選

800011 林鴻詩 北島 美知子 福岡市早良区入選

800013 王沂詩 阿部 直美 筑紫野市入選

800016 江南旅情 岩木 桂子 福岡市中央区入選

800017 古詩三首之一 岩元 里佳 春日市入選

800020 晩霽 小西 昌惠 糟屋郡粕屋町入選

800021 山路觀楓 新谷 富美代 北九州市門司区入選

800022 詩経国風　撃鼓 川上 晃 福岡市早良区入選

800024 陶淵明の詩 野田 恵里子 福岡市東区入選

800025 江楼望月 井本 勝彦 朝倉市入選

800028 古詩三首之三 明石 文子 福岡市東区入選

800029 晩晴 田原 琳子 糟屋郡宇美町入選

800031 李白詩 久富 由紀 飯塚市入選
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800034 清明後三日鄒平の西郭にて 上村 清 田川市入選

800042 柳宗元詩 津留 信代 春日市入選

800043 高啓詩 上野 壽美恵 福岡市博多区入選

800050 數日 森 孝子 福岡市西区入選

800056 攝山秋夕作 田原春 修一 北九州市小倉北区入選

800057 次北固山下 佐々木 利明 北九州市小倉南区入選

800058 岳陽晩景 小野 三保子 福岡市南区入選

800071 王維詩 平井 晴彦 糟屋郡宇美町入選

800073 李白詩 原 博幸 福岡市早良区入選

800074 鄰曲 半田 格 糟屋郡須惠町入選

800075 王恭詩 佐口 淳子 福岡市東区入選

800076 辛愿詩 三苫 生子 福岡市早良区入選

800077 蘇頲詩 村尾 和子 福岡市早良区入選

800078 王漁洋詩 一ノ瀬 愷子 福岡市西区入選

800079 陶潜詩 安宅 トモ子 福岡市西区入選

800080 李白詩 馬場 千紗子 福岡市西区入選

800081 白居易詩 船津 モリ 福岡市西区入選

800083 李白詩 村井 典子 福岡市南区入選

800084 漢詩二種 東條 幸枝 福岡市早良区入選

800085 区大相詩 濵﨑 まり子 福岡市早良区入選

800086 司空曙詩 肥村 豊子 福岡市城南区入選

800089 李白詩 中村 美知野 福岡市西区入選

800090 程本立詩 濵﨑 隆代 福岡市西区入選

800091 程本立詩 細川 早苗 福岡市早良区入選

800092 陶潜詩 福本 ユリ子 福岡市東区入選

800093 王漁洋詩 毛利 容子 福岡市西区入選

800097 返照 古賀 陽子 福岡市城南区入選

800098 李白詩 相園 キヌヱ 福岡市早良区入選

800099 岑參詩 阿部 鉄子 福岡市早良区入選

800100 王紱詩 小川 惠美耶 福岡市西区入選

800101 延川道中 藤本 貴子 福岡市西区入選

800103 南昌秋夜 伊藤 俊彦 福岡市早良区入選

800104 燕影 山本 美重子 福岡市早良区入選

800106 韋応物詩 吉浦 一秋 福岡市早良区入選

800107 別歳 甲斐 絹子 小郡市入選

800110 李白詩 石橋 宜明 糸島市入選

800111 張説詩 山下 久子 糸島市入選

800113 劉基詩 馬場 照子 糸島市入選

800114 杜甫詩 合歡垣 依子 糸島市入選

800116 瀬淡窓詩 溝口 真弓 糸島市入選

800117 瀬淡窻詩 宮﨑 尚美 糸島市入選
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800118 題溪山春暁圖寄贈蕭翀 松本 ひろみ 福岡市中央区入選

800120 王士禛詩 古賀 早智子 大野城市入選

800121 江上看山 諌山 志保子 大野城市入選

800122 杜甫詩 白石 しのぶ 福岡市東区入選

800123 呂巌詩 結城 三知子 福津市入選

800129 蘇東坡詩 志賀 幸子 太宰府市入選

800139 湯顕祖詩 原田 公正 福岡市西区入選

800140 蘇軾の詩 大神 悦子 福岡市早良区入選

800142 王維詩 安川 康彦 福岡市早良区入選

800143 李賀歌詩 井上 一好 福岡市西区入選

800144 銭塘湖春行 古賀 八重子 福岡市早良区入選

800145 秋閨 古川 登代子 大野城市入選

800146 幽居 添田 武揚 糟屋郡須惠町入選

800147 寫竹寄顧中 鳥越 照子 糟屋郡宇美町入選

800149 李三才詩 江夏 壽賀 福岡市西区入選

800153 荅黄宗載 坂本 富子 田川郡川崎町入選

800164 恋心 田原 万輝 福岡市東区入選

800166 陽気な旅 張 端洋 福岡市中央区入選

800171 湖上 山中 恒徳 田川市入選

800175 盧渓別人 山本 節子 太宰府市入選

800180 送友人 堀尾 愛佳 福岡市城南区入選

800183 白楽天詩 浜地 キミ 福岡市西区入選

800184 陶淵明詩 山方 朝子 福岡市西区入選

800189 杜審言の詩 中山 道則 福岡市東区入選

810001 冬日偶然作 戸田 洋子 北九州市八幡西区入選

810005 李白詩 本村 妙子 春日市入選

810009 陶淵明詩 濵 嗣則 福岡市中央区入選

810015 蘇東坡詩 後藤 菜穂子 福岡市南区入選

810017 病後登快哉亭 宮崎 香津子 福岡市東区入選

810018 登総持閣 田代 恵子 福岡市南区入選

810020 許渾詩 小山 道子 福岡市早良区入選

810022 漢詩 山中 照光 福岡市城南区入選

810023 王安石詩 金ヶ江 美由紀 北九州市八幡東区入選

810025 長歌行 井上 美津子 田川郡川崎町入選

810026 高青邱詩 富田 桂子 春日市入選

810027 王漁洋詩 永田 良子 福岡市城南区入選

810030 張子容の詩 徳久 和子 福岡市東区入選

810036 初夏即事 林 由美 筑紫野市入選

810037 王漁洋詩 加藤 広子 行橋市入選

810039 杜甫詩 園田 恵利子 みやま市入選

810043 述懐 吉冨 明美 福岡市早良区入選
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810050 出連雲棧 下川 佳 筑後市入選

810052 高青邱詩 森 伸子 福岡市早良区入選

810056 月夜與客飮杏花下 豊田 和子 久留米市入選

810057 李賀詩 前川 美代子 筑紫野市入選

810061 阮籍詩 藤野 久代 糟屋郡篠栗町入選

810065 千字文 江川 コズヱ 北九州市小倉南区入選

810067 蘇舜欽詩 立野 克子 福岡市城南区入選

810070 李詩 西村 陽子 福津市入選

810073 舞 天野 咲江 福岡市早良区入選

810075 寄中諸友 古賀 一子 筑後市入選

810076 靈巌寺の上院に宿る 福川 正二 鞍手郡小竹町入選

810079 藍仁詩 舟越 信子 糟屋郡粕屋町入選

810082 高適詩 久羽 時子 福岡市早良区入選

810084 朱應轂詩 狩集 こすも 遠賀郡芦屋町入選

810087 蘇侍御頌 長 安繁 福岡市西区入選

810089 高適詩 田中 光 福岡市東区入選

810091 劉基詩 山本 信子 福岡市中央区入選

810093 李白詩 矢田 和子 福岡市西区入選

810097 琵琶行 河 美里 北九州市小倉北区入選

810098 于謙詩 柴戸 光子 福岡市早良区入選

810100 王昌齢詩 岡 絹子 福岡市西区入選

810102 金陵晩眺 許斐 絢子 福岡市中央区入選

810111 帰園田居　陶淵明 舟越 節 福岡市城南区入選

810113 高詠詩 三原 千代香 福岡市中央区入選

810117 李白詩 新宅 リツ子 福岡市早良区入選

810119 王維詩 龍 英臣 大川市入選

810154 張庸詩 合原 テル子 久留米市入選

820001 陶淵明詩 前原 近 福岡市東区入選

820005 花無心 前田 圭子 福岡市南区入選

820008 雨 山下 明子 福岡市東区入選

820010 萬葉歌 川本 雅子 福岡市中央区入選

820013 張鳳翥詩「武陵桃源郷」 山路 由美子 福岡市南区入選

820014 照 古木 壽勝 宗像市入選

820015 七夕 松本 勢津子 福岡市南区入選

820017 滕王閣 原 愛梨 柳川市入選

820023 寒山詩 西村 幸枝 糟屋郡粕屋町入選

820024 點画 森山 量太 福岡市中央区入選

820027 月影 石橋 航也 福岡市東区入選

820029 杜牧詩 佐藤 千代美 柳川市入選

820030 懷鳴秋先生之京 塚嵜 洋子 大牟田市入選

820034 蘇東坡詩 中村 和生 久留米市入選
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820036 空 迎 由美子 福岡市西区入選

830001 七言絶句三首 瓜生 雅子 北九州市若松区入選

830002 翰墨自在三句 岡部 里美 中間市入選

830006 王漁洋の詩 小出水 恵利奈 遠賀郡水巻町入選

830007 七言律詩 陣内 あけみ 北九州市若松区入選

830009 郭武之詩 立石 寿子 北九州市若松区入選

830019 漢詩 金子 千春 田川郡香春町入選

830020 早春寄鄕中友人 村上 早苗 京都郡みやこ町入選

830021 春鴈 加来 智恵美 行橋市入選

830023 題沙溪驛 田渕 和代 行橋市入選

830024 甘復之詩 中村 映子 行橋市入選

830025 張端義の詩 奥 彰恵 行橋市入選

830026 汾上驚秋 三原 昭子 行橋市入選

830027 王翰之詩 吉兼 法子 行橋市入選

830028 驟雨 加来 和恵 行橋市入選

830030 殷淑を送る　李白詩 林 亜希子 北九州市若松区入選

840003 春の雨 長沼 孝昌 北九州市八幡東区入選

840004 朱冠 満生 憲親 糟屋郡新宮町入選

840005 杜鵑 田中 君恵 北九州市八幡西区入選

840006 夏昼斎居 中村 みすず 宗像市入選

840010 蒼林 池田 真悠子 福岡市中央区入選

840011 張説詩 久保 遼 福岡市東区入選

840015 良寛詩 内村 由香里 大川市入選

840016 白楽天詩 花田 陽子 宗像市入選

840017 小景 平田 理江 宗像市入選

840019 万葉歌 宮木 満黄門 福津市入選

840020 草枕 八尋 熊徳 福岡市東区入選

840025 琴 山浦 美智香 福岡市中央区入選

840026 秋景 荒牧 ゆう子 福岡市南区入選

840028 政 東 真須美 田川郡福智町入選

840034 送遠 持月 国男 福津市入選

840036 螢影 内田 しのぶ 宗像市入選

840039 路 古川 広一 宗像市入選

840040 李白詩二題 増木 喜久代 福津市入選

840042 彩雲 玉田 泰資 福岡市東区入選

840044 一篷秋 山下 智恵 宗像市入選

840047 玉壺 榊 晴海 糟屋郡粕屋町入選

840048 百嘉村見梅花 原 正人 福岡市城南区入選

840051 漢詩 宮川 君江 宗像市入選

840057 灼然 平川 素子 福岡市城南区入選

840058 雨 星子 美恵子 福岡市中央区入選
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840059 道 三島 晴幸 北九州市八幡西区入選

840060 無求 池浦 美穂子 福津市入選

840061 密霧 濵町 美栄 福岡市南区入選

840088 天雲棚引 郡山 裕子 福岡市早良区入選

850001 韓詩 大塚 順子 北九州市小倉北区入選

850003 王維詩 中島 静子 京都郡みやこ町入選

850005 王維詩 近藤 順子 福岡市南区入選

850007 蔡珪の詩 板戸 みのぶ 行橋市入選

850009 王安石詩 合山 葉子 福岡市早良区入選

850010 王維詩 仲村 恵美子 田川郡香春町入選

850011 蘇東坡詩 岩本 真由子 北九州市門司区入選

850017 呉蘭雪詩 寺山 博子 北九州市八幡西区入選

850018 粟島 橋本 三枝子 福岡市城南区入選

850019 鳶飛魚躍 石橋 淳子 福岡市早良区入選

850020 高蟾詩 松浦 まゆみ 糟屋郡粕屋町入選

850025 李商隠詩 池田 孝子 田川市入選

850029 王維詩 結城 四郎 福岡市西区入選

850030 王漁洋詩 樋口 豊子 福岡市南区入選

850033 剛 岡田 利定 北九州市小倉南区入選

850035 龔自珍詩 森 昭子 福岡市南区入選

850038 玄髪 西村 千秋 福岡市東区入選

850039 神仙篇 牧 せつ子 福岡市早良区入選

850040 黄鶴樓（張維屏詩） 吉丸 俊彦 福岡市南区入選

850041 高適詩 田村 玲子 北九州市門司区入選

850044 李白詩 中西 惠子 北九州市若松区入選

850045 李白二首 西島 ひろみ 福岡市南区入選

850047 赴 永 秀之 行橋市入選

850049 梅花 岩熊 憲一 福岡市東区入選

850050 送劉谷 古賀 トヨ子 福岡市南区入選

850052 送平淡然判官 加藤 三奈 福岡市南区入選

850053 杜甫詩 神野 泰英 福岡市中央区入選

850055 哀江頭 別府 眞通子 福岡市南区入選

850059 王漁洋詩 佐々木 恵子 福岡市西区入選

850060 王維二首 毛屋 洋美 福岡市南区入選

850061 昌谷読書、示巴童 沖 真恵 福岡市博多区入選

850065 王維詩 玉重 富美子 福岡市南区入選

850066 杜甫の詩五首 森山 美里 筑紫野市入選

850074 七言律詩二首 林 千恵美 北九州市若松区入選

850076 杜甫詩 藤原 昇一 福岡市中央区入選

850079 柳中庸詩 魚返 由紀子 北九州市小倉南区入選

850083 李白の詩 城戸 富枝 北九州市若松区入選
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850086 宝公塔に登る 塚本 律子 北九州市若松区入選

850088 白帝城楼 添島 浩 大野城市入選

850089 萬葉歌 村上 与志子 行橋市入選

850090 白露 足立 可子 福岡市早良区入選

850091 王漁洋詩 宮﨑 紀一 福岡市中央区入選

850093 劉基之詩 大谷 子 北九州市八幡西区入選

850095 贈闕下裴舎人 今宮 京子 飯塚市入選

850097 李白之詩 栗原 智美 北九州市八幡東区入選

850101 良寛詩 上瀧 豊 行橋市入選

850105 五言古詩 山本 将資 北九州市門司区入選

850112 隨宮 三隅 健一郎 北九州市戸畑区入選

850115 刎頸之交 前田 哲秀 北九州市八幡西区入選

850118 唐詩 中村 一二三 京都郡苅田町入選

850128 西宮秋怨 山口 修一 大牟田市入選

850206 落花村を過ぎて 池﨑 浩美 北九州市八幡西区入選

860008 李商隠詩 桑野 陽子 田川市入選

870001 金陵駅 井上 継信 田川郡川崎町入選

870004 李白の詩 大塚 幸子 飯塚市入選

870009 送陸鴻漸山采茶 佐藤 龍之介 田川郡糸田町入選

870015 僧皎然詩 辰島 眞須美 田川郡福智町入選

870017 睡起 出口 洋子 田川市入選

870021 七言対句 室井 安子 田川郡添田町入選

880001 観猟 稲永 英子 福岡市南区入選

880003 道真公詩二首 今村 ひとみ 筑紫野市入選

890001 莎婆訶 久保山 泰子 久留米市入選

890004 菜根譚の一節 井上 絵理 久留米市入選

890005 謝朓詩 今里 英代 八女郡広川町入選

890013 陶淵明の詩 執行 納美子 久留米市入選

900001 馬戴詩 近藤 和子 大牟田市入選

900006 菜根譚之句 安松 万里子 糟屋郡粕屋町入選

910003 和太常韋主簿 松岡 紀子 行橋市入選

910005 上皇西巡南京歌二首 西津 章子 京都郡苅田町入選

910007 白居易詩 山之内 亨 北九州市八幡西区入選

910008 文天祥詩 今村 敏子 北九州市小倉南区入選

910010 李白詩 柿内 智子 北九州市門司区入選

910011 作者不詳 渡辺 昭子 北九州市門司区入選

910013 王維詩 萬 千鶴子 北九州市八幡西区入選

920001 李賀詩 本畑 涼子 久留米市入選

920004 管訥詩 野口 由真 久留米市入選

920005 阻雨望醴泉寺用徐昌穀韻 平井 節子 久留米市入選

920007 比叡山 萩原 和子 福岡市南区入選
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920008 寒山詩 宮尾 幸 筑紫野市入選

920009 雑詠 江口 惠子 柳川市入選

920010 唐詩 河野 雅子 福岡市中央区入選

920012 王安石詩 本園 暁子 柳川市入選

920015 于濆詩 三小田 美枝 筑後市入選

920016 孟浩然四首 田川 文代 久留米市入選

920017 題璿公山池 津 晶子 久留米市入選

920020 白居易四首 諸藤 美智子 久留米市入選

920021 錢起の詩 米倉 和子 福岡市南区入選

920022 陶淵明詩 南 圭子 福岡市中央区入選

920023 韓退之詩 野村 文子 久留米市入選

920024 李嶠四首 翁 淑美 久留米市入選

920025 律然詩 石橋 裕佳 久留米市入選

920027 寒山詩 福元 幸子 太宰府市入選

920028 王安石詩 柴田 美和子 福岡市南区入選

920030 虞美人 戸次 綠 久留米市入選

920033 登縹緲峰 吉丸 浩平 糸島市入選

920035 袁凱詩 橋本 百合子 久留米市入選

920036 寒山詩 八山 香代子 久留米市入選

920037 白居易詩 近藤 ひとみ 飯塚市入選

920040 杜甫詩 待鳥 武 柳川市入選

920041 丁煒詩 大野 美智恵 久留米市入選

920043 寒山詩 代田 ノブ子 筑紫野市入選

920044 寒山詩 井手田 宏子 太宰府市入選

920045 高啓詩 松田 陽子 嘉穂郡桂川町入選

920046 王維詩二首 田本 志保 小郡市入選

920047 紅楼院応制 村尾 嘉栄 久留米市入選

920048 登太白樓 津福 英子 久留米市入選

920049 王陽明詩 門屋 夏代 大野城市入選

920052 高青邱詩 瀬 健一 北九州市八幡東区入選

920053 盧熊の詩 宮崎 紀美子 久留米市入選

920054 梅堯臣詩 中島 舞子 八女郡広川町入選

920055 和晋陵陸丞早春遊望 緒方 輝子 久留米市入選

920057 寒山詩 永江 佳恵 筑紫野市入選

920060 徐璣詩 杉尾 ヨシ子 久留米市入選

920061 聞笛歌送人之塞上 寺島 喜美枝 久留米市入選

920066 李白詩 宇野 富美子 久留米市入選

920067 袁凱詩 緒方 五子 久留米市入選

920068 寒山詩 大田 清美 太宰府市入選

920069 寒山詩 松藤 美津子 筑紫野市入選

960007 良寛詩 石田 京子 福岡市博多区入選
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960008 杜甫詩 藤 陽介 福岡市西区入選

960009 感懐 高田 喜代子 福岡市博多区入選

980002 曙 安東 和子 北九州市八幡東区入選

980003 黙 辰本 都 北九州市小倉南区入選

980004 李夢陽詩 平安 周代 北九州市若松区入選

980005 銭起の詩 中西 隆子 北九州市八幡西区入選

980006 李白詩 谷口 眞弓 北九州市八幡西区入選

980010 王維詩 木村 和子 北九州市八幡西区入選

980012 杜甫詩絶句 木藤 公隆 北九州市若松区入選

980013 李白詩 岡住 由美子 北九州市八幡西区入選

981004 冬日 西田 淑子 小郡市入選

981007 石門瀑布 栁 美紀 小郡市入選
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820048 古今和歌集 宮川 良子 春日市県知事賞

850157 秋の夜 金子 キヨ子 大野城市西日本新聞社賞

800212 新古今集賀の歌 原口 靖子 筑後市筑後市長賞

810125 淡路島いそわの千鳥 多比良 佳代 春日市みやま市長賞

840075 新古今和歌集のうた 松藤 留美子 柳川市福岡市教育委員会賞

800248 青丹よし 実渕 真津子 糟屋郡久山町北九州市教育委員会賞

800222 新古今和歌集 沖西 冨士子 福岡市西区福岡文化財団賞

800233 西行のうた 原口 満子 福岡市中央区奨励賞

820052 山川の風 溝田 美佐子 福岡市南区奨励賞

840069 古今和歌集のうた 大塚 美惠 久留米市奨励賞

800191 百人一首 中村 幸子 福岡市早良区入選

800194 月待つと 甲地 敬子 福岡市早良区入選

800196 万葉の四季 棚町 鈴子 三井郡大刀洗町入選

800197 牧水の歌 大西 満喜江 古賀市入選

800199 新古今集と続後拾遺集 喜多原 信幸 太宰府市入選

800201 新古今和歌集 村田 千代子 糟屋郡宇美町入選

800203 山家集 大島 智美 福岡市中央区入選

800204 三十六歌仙 加藤 弘子 福岡市城南区入選

800205 小ぐら山 永瀬 裕子 福岡市南区入選

800206 夏やま 田中 富美子 筑紫野市入選

800207 うぐひすのこえ 秋吉 恵美 福岡市早良区入選

800208 秋やまの紅葉 久賀 明美 筑紫郡那珂川町入選

800210 夏の歌二首 安田 悦子 福岡市早良区入選

800211 賀の歌 阿部 康子 春日市入選

800214 万葉の花 今村 妙子 福岡市博多区入選

800217 古今和歌集　賀歌 田中 和子 福岡市西区入選

800218 小倉百人一首 楢原 陽子 太宰府市入選

800219 良寛のうた 後藤 芳子 筑紫野市入選

800220 新古今和歌集のうた 新野 多須子 朝倉市入選

800221 万葉集 小川 良子 筑紫野市入選

800224 天の海に雲の波立ち月の 日下部 順子 福岡市城南区入選

800227 若山牧水の歌 平田 幸恵 久留米市入選

800229 牧水の歌 荒巻 敏子 福岡市中央区入選

800237 源氏物語のうた 尾形 登代子 福岡市城南区入選

800241 ほととぎす 小川 貞子 福岡市西区入選

800244 さよ中の夜 柴田 弘子 福岡市東区入選

800246 今もかも 瓦林 淳子 福岡市早良区入選

800252 木の間より 砥板 とき子 福岡市南区入選

800256 山桜 小森 鈴恵 福津市入選

800257 山の紅葉 田代 眞由美 北九州市八幡西区入選

800258 与謝野晶子のうた二首 波多江 裕子 福岡市早良区入選
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種類種類種類種類 かな

出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名

入賞入賞入賞入賞・・・・入選点数入選点数入選点数入選点数 139 点

800260 百人一首 権藤 良子 福岡市東区入選

800261 源氏物語抄 井上 千栄子 福岡市東区入選

800262 古今集より 嶋添 睦子 筑紫野市入選

800278 はぎ 武谷 円香 久留米市入選

810124 もえいづる春 平山 子 福岡市城南区入選

810127 西行のうた 松尾 紀美代 太宰府市入選

810128 あきはぎ 藤井 千晴 福岡市城南区入選

810132 月夜 江藤 洋子 大野城市入選

810138 夏衣 吉田 順子 福岡市城南区入選

810139 恋 城戸 睦 福岡市博多区入選

810142 人麻呂の歌 藤山 朋子 福岡市南区入選

810144 あまの川 白井 千代香 福津市入選

810145 夕ぐれは 髙橋 悦子 古賀市入選

810149 雨はれて 堺 富子 飯塚市入選

810152 美しき月 佐藤 美惠子 福津市入選

820040 小倉百人一首春の歌二首 永守 彰子 福岡市西区入選

820042 郭公のこえ 松尾 久雄 糟屋郡篠栗町入選

820043 みかの原 竹岡 義広 福岡市西区入選

820046 天離る 山本 敦子 久留米市入選

820047 秋のつき 江崎 知子 福岡市南区入選

820053 錦 中村 さつき 福岡市城南区入選

820054 良寛の歌 時里 睦子 小郡市入選

820055 萬葉のうた 小玉 加代子 福岡市中央区入選

820058 僧正遍昭の歌 宮崎 京子 大牟田市入選

820060 夏の夜 下本地 陽子 福岡市博多区入選

820062 水江の浦島の子 松尾 政子 糟屋郡篠栗町入選

820066 古今和歌集 鈴木 美智代 大牟田市入選

820068 若山牧水の歌海の声 橋本 小夜子 小郡市入選

820070 花紅葉 大野 恵美子 福岡市南区入選

820072 風懐 石橋 夏子 春日市入選

820073 柿本人麻呂の歌 中村 紀代子 大牟田市入選

820079 木下利玄の歌 恩田 慶子 小郡市入選

840065 新古今和歌集のうた 生津 郁子 三潴郡大木町入選

840066 草深み 山口 知恵子 福岡市東区入選

840067 新古今集より 花田 佐智子 古賀市入選

840068 古今和歌集のうた 江口 靜子 柳川市入選

840070 めぐりあひて 平島 昌子 福岡市東区入選

840071 古今和歌集の歌 鍋島 千恵子 八女市入選

840072 百人一首の歌 宮﨑 美登子 大川市入選

840074 花の色 村山 仁美 宗像市入選

850132 百人一首 津上 武子 北九州市小倉南区入選
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種類種類種類種類 かな

出品番号出品番号出品番号出品番号 賞名賞名賞名賞名 題名題名題名題名 氏氏氏氏 名名名名 市区町村名市区町村名市区町村名市区町村名
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850133 朝露 橋本 美枝子 小郡市入選

850137 古今和歌集 古賀 醇子 北九州市戸畑区入選

850141 良寛の歌 阿部 裕子 宗像市入選

850143 新古今和歌集 末永 和子 北九州市若松区入選

850144 ひなげし 篠原 真利子 福津市入選

850146 いにしへの 矢野 綾子 福岡市東区入選

850148 まかがよふ 長谷川 崇代 北九州市門司区入選

850149 古今和歌集　賀の歌 田巻 幸子 北九州市八幡西区入選

850153 古今和歌集 宮本 敏子 京都郡苅田町入選

850154 またや見ん 西 美千子 古賀市入選

850159 万葉の歌 松山 寿美江 北九州市門司区入選

850160 秋の田の 深町 喜代子 福岡市早良区入選

850162 冬山の朝 土師 洋子 古賀市入選

860013 富士 金子 ようこ 宗像市入選

870023 山家集より 穴見 和子 嘉麻市入選

870027 世の中に 井上 典子 飯塚市入選

870034 ももくさの 川波 素子 飯塚市入選

870039 つき草 倉智 敦 飯塚市入選

870040 恋うた 国沢 文恵 田川市入選

870043 あさぼらけ 小祝 久子 飯塚市入選

870045 古今和歌集春歌 佐藤 員博 田川郡糸田町入選

870047 さくら 佐藤 直子 田川郡川崎町入選

870048 秋の野 白土 恵袴 飯塚市入選

870051 天河 高野 由美子 飯塚市入選

870053 白露 髙橋 貴子 飯塚市入選

870054 山櫻 千々和 節子 飯塚市入選

870056 おとにきく 豊福 眸子 嘉麻市入選

870058 こむらさき 西村 さち子 飯塚市入選

870059 花の香 原 哲子 嘉穂郡桂川町入選

870061 あきはぎ 土生 慶子 田川市入選

870064 もみぢば 渕上 松子 飯塚市入選

870069 ふるさと 村上 享代 飯塚市入選

870070 みよし山 本松 静香 田川郡川崎町入選

890016 冬ながら 髙松 佑子 久留米市入選

890017 百人一首より 三宅 敬子 久留米市入選

890020 秋の夕ぐれ 上野 静香 久留米市入選

890021 春くれば 中島 澄江 久留米市入選

890024 女郎花のべの 中司 民子 筑後市入選

900008 二月の陽あたたかにして 岡本 愛 福岡市南区入選

900010 万葉のうた 宮尾 恭子 福岡市中央区入選

920075 小倉山 古田 淳子 宮若市入選
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920078 新古今和歌集 持山 葉子 朝倉郡筑前町入選

920079 百人一首 越智 厚子 嘉麻市入選

920080 夏の雲雀 中川 勝詔 久留米市入選

920082 しらぎくの花 神代 稔子 春日市入選

920086 みよしのの山の白雪 山崎 操 福岡市城南区入選

920090 新古今和歌集 秋永 弘江 福岡市南区入選

920093 百人一首のうた 井上 早苗 朝倉市入選

920094 秋の草木 渡 榮子 福岡市南区入選

981009 はるきぬと 井手 直子 八女市入選

981010 ひぐらし 江上 由紀子 八女市入選

981014 拾遺集のうた 重松 美穂 小郡市入選

981015 春たつと 膳所 ヨシ子 久留米市入選

981016 夕月夜 中村 郁子 久留米市入選

981018 おしなべて 花田 瑠璃子 福岡市中央区入選

981019 桜さく 地 由加里 福岡市城南区入選

981020 山ざくら 平田 一伃 八女市入選
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850185 博學文雅 久原 啓介 福岡市西区県美術協会賞

850166 鳥歌花舞 石井 陽子 宗像市読売新聞社賞

870075 百家爭鳴 梅本 博 田川市奨励賞

800267 寂滅爲樂 大坪 志朗 福岡市中央区入選

800270 俠骨禅心 田中 桃香 北九州市若松区入選

800271 敦良 小田原 子 福岡市中央区入選

800273 先難後獲 中川 幹雄 田川市入選

830032 居敬而行 中村 安宏 糟屋郡宇美町入選

830034 遲暮之嘆 内川 和美 福岡市博多区入選

830036 籍甚無竟 德光 芳文 太宰府市入選

830038 發憤忘食 黒岩 健太郎 北九州市八幡西区入選

830040 鳥啼山更幽 小寺 美穂 福岡市西区入選

830044 月照一天雪 古賀 しのぶ 遠賀郡遠賀町入選

850164 長楽無極 池田 朱里 太宰府市入選

850167 白雲萬里 川面 奈摘 福岡市南区入選

850168 百事大吉 中村 晃 北九州市小倉南区入選

850170 作人脚指 杉 玲菜 久留米市入選

850175 断断乎 清水 将希 北九州市小倉南区入選

850176 仁者寿 長瀨 桃佳 福岡市南区入選

850179 孝友謙和 緒方 亮太 行橋市入選

850182 虚無因循 丸山 力 北九州市小倉南区入選

850184 寵辱不驚 髙野 瑞貴 福岡市東区入選

850186 萬殊一轍 小山 藍子 福岡市中央区入選

870073 無名天地之始 阿部 安太郎 直方市入選

870076 月到天心 大上 泰治 飯塚市入選

870078 寿無涯 大塚 節子 飯塚市入選

870082 無量壽 武富 良彦 飯塚市入選

890025 学有所得 渡 登 八女郡広川町入選

890027 舒情屬思 原田 園代 福岡市早良区入選

890028 天壌無窮 吉本 文雄 久留米市入選

900011 清風満地 河野 一 みやま市入選

990004 不出門 兒玉 義秋 太宰府市入選

990006 澹泊明志 平井 健太 太宰府市入選

990008 磨穿鐵硯 安野 由志枝 久留米市入選

990010 萬窮作聲 樋口 卓也 久留米市入選

990012 飛揚跋扈 辻 利朗 久留米市入選

990013 穰穰満家 音在 孝子 福岡市東区入選
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820115 白い馬の見える風景 鹿毛 望美 朝倉市県教育委員会賞

840077 北原白秋の歌 松田 仁美 大川市毎日新聞社賞

820108 夕べの諧調 兵頭 真佐子 福岡市東区奨励賞

800276 若山牧水の歌 藤 良子 太宰府市入選

820083 夏の記憶 小畠 久明 北九州市小倉北区入選

820084 我、故郷水郷の街 石橋 かずみ 北九州市小倉北区入選

820085 草枕 大坪 桂子 北九州市小倉南区入選

820086 忙しい空 白石 巳砂子 北九州市門司区入選

820087 温室 安仲 みなみ 北九州市小倉南区入選

820088 めぐり逢ふ君やいくたび 深町 美樹枝 宗像市入選

820089 六月の遊歩 松原 由紀子 福岡市東区入選

820090 公園の風景 入江 陽子 太宰府市入選

820095 ゆめうつつ 上津原 園子 大牟田市入選

820096 赤とんぼ 牟田 悦子 北九州市小倉南区入選

820097 椰子の實 城 幸代 福岡市中央区入選

820098 照紅葉 藤 久美子 福岡市東区入選

820104 蕗 下川 育子 筑後市入選

820106 ゆきてかへらぬ 川久保 由香里 久留米市入選

820113 希望 大竹 美喜枝 朝倉市入選

820114 柔かき波 龍 三千子 大川市入選

820117 葡萄 田中 子 朝倉市入選

840063 一茶の句 大坪 勤子 柳川市入選

840078 万葉の歌 廣瀬 育代 柳川市入選

840079 北原白秋の歌 江上 美代子 柳川市入選

840081 新古今集賀の歌 井石 春夫 筑紫野市入選

840082 木下利玄の歌 石津 孝泰 福岡市城南区入選

840083 旅立ちの日に 米倉 小夜子 古賀市入選

840084 新古今和歌集の歌 石橋 和憲 大川市入選

840085 一茶の句 志岐 知子 大川市入選

840086 秋のこころ 西 利恵 宗像市入選

850187 平家物語 山﨑 康子 福岡市南区入選

850188 果物 西谷 礼子 北九州市小倉南区入選

850189 万葉集の歌 舛田 登美子 行橋市入選

850190 夏の夜 内田 由利絵 福岡市城南区入選

850198 北原白秋の詩 中上 美恵子 行橋市入選

850199 故郷の空 二木 浩子 行橋市入選

850201 新古今和歌集より 竹本 航 行橋市入選

850205 霧 川畑 勝人 北九州市小倉北区入選

890034 島木赤彦の歌 元谷 京子 小郡市入選

920098 寒山詩 髙橋 茂子 太宰府市入選

981005 万葉集の歌 平島 加代子 小郡市入選


