
1 王陽明が謫官せられるを竜城駅に送る 仲里　徹 那覇市

2 李白詩 長浜　政子 沖縄市

4 寒山詩 屋良　知絵未 宜野湾市

5 竜潭にて舟に登って棲霞の僧を相送る 新城　節子 宜野湾市

7 李太白詩 伊波　エツ子 読谷村

8 天台道中 喜屋武　艶子 浦添市

9 李白詩 富山　美智子 宜野湾市

10 雪中尋梅 神里　和子 南風原町 奨励賞

11 お山のお猿 外間　匡美 沖縄市

13 想歸田園 上原　好美 読谷村

14 漢詩「風引柳花…」他 長浜　まさ子 読谷村

15 李白詩 宮里　えり子 浦添市

16 淵明の雑詩に和す 末吉　とみえ 浦添市

19 李白詩 川中　留美 浦添市

20 杜甫詩三首 天久　美津枝 読谷村

21 蔡大鼎詩 香村　春乃 読谷村

22 山中晩帰　他一首 長嶺　朝弘 那覇市

23 李白詩 伊佐　直美 宜野湾市

25 咏雪 金城　功 豊見城市

26 寒山詩 仲村　冴子 沖縄市

27 雷 兼島　直美 八重瀬町
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28 海会寺に宿す 宮城　圭子 嘉手納町

29 題徐半山山居図 上原　貴子 那覇市　

30 湖南の崔中丞に上る 島袋　園子 那覇市

31 杜子美詩 與那覇　律子 宜野座村

33 李太白詩 伊禮　かおる 豊見城市

36 李白詩 宮城　みち子 中城村

38 程順則 徳里　美代子 嘉手納町

39 茶摘 金城　京子 南風原町

41 杜甫詩 屋良　美香 沖縄市

42 判花軒　他一首 近江　幸子 糸満市

43 李白詩 宮城　孝子 北中城村

44 漢詩三首 与儀　好子 那覇市

45 送葉書山先生歸里 宮本　康申 西原町

46 李白詩 田場　愛子 沖縄市

47 宿唐洞寺　　他一首 富盛　朝秀 沖縄市

48 李白詩 有銘　盛吉 宜野湾市

49 淸明日賈弘菴棲隠園社集 當銘　由武 うるま市

50 蔡大鼎詩 宮城　律子 宜野湾市　

53 集呉子寺館　他二首 小橋川　町子 西原町

54 李太白詩　四首 新垣　恵津子 嘉手納町 奨励賞

55 書扇贈王少華 津嘉山　典 うるま市

56 寄夫　他二首 大田　安子 西原町

57 白楽天詩四首 真栄田　義之 那覇市

58 山陰道中三首　其一 根路銘　昭子 那覇市



59 一輪の月 金城　雅之 八重瀬町

60 李白詩 松堂　康子 沖縄市

61 菊を采る 小橋川　スガ子 那覇市

62 寒山詩 與那覇　初子 北谷町

63 秋懐 福地　恭子 読谷村

64 初夏即事 上里　千代子 那覇市

65 丁和承詩 川上　秀子 北中城村

66 勸をみる　他一首 金城　めぐみ 八重瀬町

67 寒山詩 比嘉　勝子 うるま市

68 爲趙貢夫題牧山子畫冊　他二首 長堂　加代子 読谷村 県知事賞

70 悶えを解く　　　　　外二首 神山　直子 嘉手納町

72 晏座閑吟 新垣　貴子 那覇市

73 芑堂が海塩に帰るを送る　他二首 田福　宏美 石垣市

74 江煙 桑江　遼 那覇市

75 丁和承詩 喜納　八重子 読谷村

76 和陶飲酒 宮城　正一 与那原町

77 黄庭堅詩 古賀　日奈子 西原町

78 木末亭作 謝名堂　奈緒子 うるま市

79 和陶飲酒 嶺井　由起子 那覇市

80 寒山詩 比嘉　さつき 沖縄市

82 李白詩 川上　タケミ 北中城村

84 蘇軾詩 玉元　庄弘 うるま市

85 春の苑 比嘉　優花 沖縄市

86 恋歌 喜納　竹子 与那原町

87 紫陽花 渡慶次　喜代美 嘉手納町



88 はる 新垣　克子 那覇市

89 賀歌 濱川　綾子 浦添市 新人賞

90 夢のごとく 安座間　賀子 うるま市

91 竜田山 仲村　妙子 沖縄市

92 小夜ふけて 備瀬　恵子 宜野湾市

93 うぐひすの聲 真栄城　涼香 宜野湾市

94 この雪は 諸見里　史子 与那原町

96 唐にしき 仲里　美智子 宜野湾市

97 四季の歌 當間　秀美 那覇市 奨励賞

98 西行のうた 渡名喜　香代子 浦添市

99 月影 喜友名　晴香 北中城村

100 さくら花 福原　美枝 うるま市

101 果てしなき旅 上杉　弘子 うるま市

102 はつ花染め 赤嶺　弘子 うるま市

103 秋の歌　二首 石川　葉子 うるま市

106 春の歌 石津　陽子 那覇市

107 夏の夜 喜友名　正子 北中城村

108 深山 宮城　多佳子 浦添市

109 まろき月 比嘉　栄子 北中城村

111 鄭板橋詞句 幸喜　洋人 那覇市

113 漢詩 宮城　律子 沖縄市

115 桃花源記　他二首 玉那覇　すみ子 宜野湾市

116 漢詩　二首 田港　玲子 名護市

117 舟人吹笛 渡口　葉子 うるま市

118 秋夜長　他漢詩三首 島津　和美 名護市 理事長賞



119 漢詩　二首 大城　百合子 名護市

120 漢字　二首 宮里　民子 宜野湾市

121 漢詩　二首 大城　さやか 名護市

122 漢詩　二首 平良　悦子 今帰仁村

123 漢詩　二首 日高　俊彦 名護市

124 漢詩　二首 真謝　幸代 名護市

125 漢詩　二首 日高　米利子 名護市

126 杜甫詩 城間　律子 うるま市

128
和敬清寂
好事不如無

大城　愛子 那覇市

129
逢時積徳
身受福慶

赤嶺　悦子 那覇市

130
竜応鳴鼓
鄒魯遺風

古謝　治子 那覇市

131
萬國春風百華舞
雞犬相聞

田頭　節子 那覇市

132
春花秋月
興味津津

関口　恵美子 那覇市

133
遊戯三昧
春華秋月

玉城　つる枝 那覇市

134
鼓腹撃壌
泰然自若

上原　和子 那覇市

137
海誓山盟
人中之龍

嘉納　京子 那覇市

138
恒河沙数
勇往邁進

山城　千恵子 那覇市

139
承前啓後
飛竜乗雲

東江　りか 浦添市

141
有為転変
天長地久

知念　まり 那覇市

142
撫育恩愛
如松之盛

安里　涼子 那覇市


