
1 遊臨海寺　外一首 当真　洋子 沖縄市

2 夏山 宜寿次　政代 うるま市

3 山のうた 下地　郁子 浦添市

4 秋来ぬと目にはさやかに・・・・・・・ 喜納　竹子 与那原町

5 晶子のうた二首 渡慶次　喜代美 嘉手納町

7 萩原 志慶真　幸代 うるま市

8 秋の野 島袋　律子 沖縄市

9 旅のうた 石津　陽子 那覇市 奨励賞

10 秋深み 安座間　賀子 うるま市

11 雪の花 仲里　美智子 宜野湾市

12 よろづのこと 新垣　任紀 糸満市 賞候補

13 春日野 福原　美枝 うるま市

14 牧水のうた 石川　葉子 うるま市

16 郭公 喜友名　正子 北中城村

17 良寛のうた四首 上杉　弘子 うるま市

18 今宵は 宮城　多佳子 那覇市

19 群星 比嘉　栄子 北中城村

20 六歌仙のうた 當間　秀美 那覇市

21 清淮暁発 宮本　康申 西原町

22 蔡大鼎詩 安谷屋　実加 宜野湾市
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23 漢詩（哀江頭） 玉那覇　明美 与那原町

24 秦州雑詩 宜保　かおる 那覇市

25 燕子 外間　匡美 沖縄市

26 地上有小舟 喜納　八重子 読谷村

27 二月一日汎舟西渓（他二首） 謝名堂　奈緒子 うるま市 優秀賞

28 蔡大鼎詩 伊波　エツ子 読谷村

29 柳絮　村居の初夏 島袋　園子 那覇市

30 蔡大鼎詩 川上　秀子 北中城村

31 西句橋 宮城　正一 与那原町

33 寒山詩 宮城　みち子 中城村

34 高青邱詩 神里　和子 南風原町 新人賞

35
　　 上に蓮を食いて感有り
他一首

平田　悦子 那覇市

36 支公の禅院 仲里　徹 那覇市 奨励賞

38 杜甫の詩 真栄田　義之 那覇市

41 丁和承詩 比嘉　勝子 うるま市

42 漢詩四首 柊﨑　ケイ子 浦添市

43 王介甫の　　  陵に知たるを送る 新垣　恵津子 嘉手納町

44 楊花詩 真壁　恵子 宜野湾市

46 旅次石頭岸 西　君子 恩納村

48 嘉禾　他二首 小橋川　町子 西原町 賞候補

49 杜甫の詩 湧田　市子 沖縄市

51 謝維焜詩 香村　春乃 読谷村

52 歳暮る　他二首 大田　安子 西原町 賞候補

53 蔡大鼎詩 安里　弘子 沖縄市
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54 金雞巖僧室　他二首 福地　恭子 読谷村

55 春晴晩眺 上里　千代子 那覇市

57 五言律詩　四首 天久　美津枝 読谷村

58 蔡大鼎詩 上門  　　 子 うるま市

59 妙高台　他一首 上里　牧子 那覇市

60 留滞 津嘉山　典 うるま市

61 李白詩 松堂　康子 沖縄市

62 客堂秋夕 金城　功 豊見城市

63 蔡大鼎詩 有銘　盛吉 宜野湾市

64 かなりや 後藤　豊彦 那覇市

65 陸放翁詩 永山　マサ子 那覇市

66 篆書文語 幸喜　洋人 那覇市 知事賞

67 蔡大鼎詩 川上　タケミ 北中城村 賞候補

68
　　南圳訪友同王子與羅子
理分韻得滿字　外一首

根路銘　昭子 那覇市

69 李東琪に柬す 嶺井　由起子 那覇市

70 蔡大鼎詩 與那覇　初子 北谷町

71
積雲初めて尽きて晩晴忽ち
開く　悵然として詠を成す

近江　幸子 糸満市

72 経黄葉嶺 川満　昌代 那覇市

73 蔡大鼎詩 屋良　美香 沖縄市

74 漢詩(蘭亭の故居　他) 長浜　まさ子 読谷村

75
三月三日　酒を携えて出遊
す。幷せて城東の浮屠に上る

小橋川　スガ子 那覇市

76 蔡大鼎詩 比嘉　さつき 沖縄市

77 李賀詩 嶺井　律子 浦添市
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78
小修の至りしを喜ぶ
其の1、其の2

玉元　庄弘 うるま市

79 落木吟 嘉手苅　陽子 南風原町

80 汽車 島袋　朝敏 浦添市

81 蔡大鼎詩 宮里　えり子 浦添市

82 過京口 小浜　房子 那覇市

83 蔡大鼎詩 徳里　美代子 嘉手納町

85 蔡大鼎詩 与儀　好子 沖縄市

86 池河驛 上原　宜優 糸満市

88 蔡大鼎詩 富山　美智子 宜野湾市

89 感懐　他一首 田福　宏美 石垣市

90 蘇東坡詩 與那覇　律子 宜野座村

91 贈崔子 末吉　冨恵 浦添市

92 菊花 金城　伶菜 糸満市

93 蔡大鼎詩 内間　カズ子 浦添市

95 陳天福詩 宮城　孝子 北中城村

96
登煙雲臺同西峯諸友分韻得
跨字、他一首

富盛　朝秀 沖縄市

98 破山寺後禪院　他三首 上原　妙子 読谷村

99 春雨夜坐 平良　祥太 那覇市

100 蔡大鼎詩 伊禮　初美 うるま市

101 晩泛長蕩湖　他一首 長堂　加代子 読谷村

102 蔡大鼎詩 伊佐　直美 宜野湾市

103 旅興 與那城　千恵子 金武町

104 蔡大鼎詩 川中　留美 浦添市

105 歳暮る 浦崎　康哉 名護市



107 遠御長駕・以微知明 嘉納　京子 那覇市

108 花鳥風月・栄華秀英 上間　道子 那覇市

109 風光可愛　恭敬温文 安里　涼子 那覇市

110 知者楽水　静寂閑雅 東江　りか 浦添市

111 地道無成　進如風雨 赤嶺　悦子 那覇市

112 自彊不息　歓天喜地 仲村　愛 那覇市

113 老當益壮　游魚出聴 須藤　保 那覇市

114 福徳長寿　風流韻事 福本　真理乃 那覇市

115 散策塵外游　臨事而懼 大城　愛子 那覇市

116 和敬清寂　和顔愛語 知念　まり 那覇市

117 風暖池頭得意春・嘉福成基 田頭　節子 那覇市 奨励賞

118 和顔愛語・鳳鳴朝陽 古謝　治子 那覇市

119 積善余慶　楽天知名 桑江　慶子 糸満市

120 射石飲雨　陰徳陽報 前田　カヨ子 那覇市

121 帆腹飽満・隋珠和璧 山城　千恵子 那覇市

122 鳳鳴朝陽・射将先馬 玉城　鶴枝 那覇市

123 敬業樂群・森羅萬象 伊佐　澄子 那覇市

124 叡明闊達　料事如神 上原　和子 那覇市

125 地利人和・興味津津 関口　恵美子 那覇市

126 廬山の瀑布を望む 城間　律子 うるま市

127 漢詩二首 田港　玲子 名護市

128 漢詩三首 大城　さやか 名護市

129 漢詩二首 日高　俊彦 名護市

130 勝宇嶽 渡口　葉子 うるま市



131 漢詩二首 日高　米利子 名護市

132 漢詩三首 平良　久子 名護市

133 送韋評事・送平淡然判官 玉那覇　すみ子 宜野湾市

134 漢詩三首 山城　綾子 今帰仁村

135 漢詩二首 大城　百合子 名護市

136 漢詩三首 島津　和美 名護市 賞候補

137 漢詩三首 真謝　幸代 名護市

139 伊藤左千夫の歌 諸見里　史子 与那原町


