
2 漢詩　三首 日高　米利子 名護市

3 漢詩　二首 平良　久子 名護市

4 漢詩　四首 島津　和美 名護市

5 漢詩 山城　綾子 今帰仁村

6 晩に咸陽を渡る 真謝　幸代 名護市

7 漢詩（山雨）他二首 大城　百合子 名護市

8
秋夜　山家に投止す・丹陽
に宿して笛を聞く

日高　俊彦 名護市

10 李太白詩 宮城　律子 沖縄市

12 李賀詩 城間　律子 うるま市

14 丁和承詩 伊波　エツ子 読谷村

16 鄭虞臣詩 徳里　美代子 嘉手納町

17 海國 金城　めぐみ 八重瀬町

18 柳州城西北隅種甘樹 大田　安子 西原町 新人賞

20 感遇・晩坐 與那城　千恵子 金武町

22 唐詩六首 島袋　ひろみ 宜野湾市

24 酬陳孟敷見寄 宮城　正一 与那原町

25 蘇東坡詩 香村　春乃 読谷村

26 偕石遺渡江他一首 伊野前　喜美子 那覇市

27 蘇東坡詩 比嘉　さつき 沖縄市

28 和陶　他一首 謝名堂　奈緒子 うるま市
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29 杜甫詩 内間　カズ子 浦添市

30
夏日東沙と偕に練塘の北
園の遊に赴く　暁行

真栄田　ミネ子 那覇市

32 寒山詩 与儀　好子 沖縄市

33 渡雙渓 金城　久弥 八重瀬町

34 漢詩五首 神里　和子 南風原町

35 琉球漢詩 宮城　孝子 北中城村

37 秦川を望む他六首 天久　美津枝 読谷村 奨励賞

38 蔡大鼎詩 安里　弘子 沖縄市

39 月見草 菅原　由美子 沖縄市

42 使金過兔兒島鎮寧● 豊原　美奈子 豊見城市

43 詩経（東山） 松堂　康子 沖縄市

44 江上送別 知念　レイ子 伊江村

46 夜歩 平良　祥太 那覇市

47 寒山詩 島田　直子 うるま市

48 姚氏野春堂 仲座　有紀 那覇市

49 曹子建詩二首 宜保　かおる 那覇市

50 孔平仲詩他 又吉　澄枝 浦添市

51 徐幹詩 與那覇　律子 宜野座村 知事賞

52 登兗州城棲　外一首 当真　洋子 沖縄市

53 涼州詞 宮良　明美 浦添市

54 鄭虞臣詩 宮里　恵美子 沖縄市

55
西句橋・雨に湘中閣に
登って眺望す

小橋川　スガ子 那覇市

56 和馬昂夫登樓有感 上原　啓子 糸満市

57 叔徳昌詩 川中　留美 浦添市



60 寒山詩 川上　秀子 北中城村

61 沈宗遠に寄す 仲里　徹 那覇市 優秀賞

63 杜甫詩 宮里　えり子 浦添市

64 西津別妓 嶺井　由起子 那覇市

65 杜甫詩 石川　婦美子 沖縄市

66 酬澤民見懐之作 喜屋武　艶子 浦添市

67 孤雁　他二首 新垣　恵津子 嘉手納町

68 中夜枕上口號 西　君子 恩納村

69 杜子美（野望螢下・蜀相） 湧田　市子 沖縄市

70
早に素県を発して暮れに
金城寺に宿す雑詩　杭淮
胡応麟

田福　宏美 石垣市

71
征途暁に發す
登雙峯閣分得山字

長嶺　こず枝 宜野湾市

72 杜甫詩四首 宮城　圭子 嘉手納町

73 この道に夢を 金城　和子 那覇市

74 寒山詩 川上　タケミ 北中城村

75 宿玉陽山房他一首 近江　幸子 糸満市

76 春懐鄰里に示す 浦崎　康哉 名護市

77 杜子美詩 富山　美智子 宜野湾市

78 彦顒の画中の小景に題す 城間　八寿子 那覇市

79 唐詩 石川　美智代 那覇市

81 判花軒他一首 松川　美智子 那覇市

82 後中秋望月歌 小川　和美 那覇市

83 秋かぜ 仲程　一美 うるま市

84 雲雀 新里　妙子 沖縄市



85 いろは歌 安座間　賀子 うるま市

86 花さそふ・・・ 城間　浩子 南城市

87 おしなべて 仲里　美智子 宜野湾市

88 富士がねに 比嘉　栄子 北中城村

89 たなばた 安里　友子 北中城村

90 山道に・・・ 仲　昌代 那覇市

91 竹 喜友名　正子 北中城村 賞候補

92 月影 宮城　多佳子 那覇市

95 子規の句 宮城　マナ子 豊見城市

96 桜貝 渡慶次　喜代美 嘉手納町

97 夏祭 赤嶺　弘子 うるま市

98 良寛の歌五首 渡久地　美佐子 豊見城市

101 万葉集より 岸本　弘子 沖縄市

102 天の河 眞栄城　涼香 宜野湾市 賞候補

103 おくりもの 福原　美枝 うるま市

104 白菊 上運天　春菜 豊見城市 賞候補

106 虎狼之勢 幸喜　洋人 那覇市

109 初入贛過惶恐灘 島袋　園子 那覇市

112 唐詩 金城　真理子 宜野湾市

113 元遺山詩三首 玉元　庄弘 うるま市

114 題高理贍所藏小景圖 譜久里　武夫 久米島町

115 山亭避暑 金城　功 豊見城市

117 贈陳都帥　他一首 長堂　加代子 読谷村

118 宿長春山 津嘉山　典 うるま市



120
由南昌至吉安舟行雜詩
其一、其二

富盛　朝秀 沖縄市

121 陸游詩 嶺井　律子 浦添市

123 李白詩 上原　妙子 読谷村

124 蔡大鼎詩 長浜　政子 沖縄市

125 十七夜月　他一首 上原　千枝美 読谷村 奨励賞

126 しらさ利 諸見里　史子 与那原町

128 朝まだき受水の・・・ 与那嶺　タカ子 与那原町

129 蒼穹の 中村　高一 南風原町

134 朧月夜 比嘉　佳子 那覇市

138 書為心畫　一期一会 桑江　慶子 糸満市

139 楽以忘憂・鳥語華香 福本　真理乃 那覇市

140 竜門之游・将門有将 関口　恵美子 那覇市

141 鳳鳴朝陽。連城之璧 玉城　鶴枝 那覇市

142 無道人之短・龍虎相搏 大城　愛子 那覇市

144 施暢春風・治身清素 田頭　節子 那覇市

145 古樹夕陽盡・克己復禮 嘉納　京子 那覇市 奨励賞

147 安身爲楽・無憂爲愊 安里　涼子 那覇市

148 鳥聲山路●　春夏秋冬 伊佐　澄子 那覇市

150 心和得天真・従吾所好 赤嶺　悦子 那覇市

152 業精於勤　天旋地転 山城　千恵子 那覇市

153 桃李成蹊　胡蝶之夢 東江　りか 浦添市


