
№ 受賞年度 氏名 題名 部門 市町村名 職業 所属

1 昭和59年度 西林　乗宣 鶴聴碁 漢字 前橋市 教員 県書作家連盟常任理事

2 昭和60年度 三島　安亀 万葉歌四首 かな 前橋市 塾経営 県書作家連盟事務局員

3 昭和61年度 本城　亮俊 金光明最勝王経 漢字 太田市 教員 県書作家連盟会員

4 昭和62年度 新井　京華 辰 墨象 高崎市 書道教師 県書作家連盟会員

5 昭和63年度 結城　美雲 花ちらす かな 前橋市 主婦 県書作家連盟会員

6 平成元年度 中村　久枝 万葉集抄 かな 太田市 会社員 県書作家連盟会員

7 平成２年度 水谷　龍雲 七言二句 漢字 富岡市 自営業 県書作家連盟理事

8 平成３年度 下谷　洋子 朝の歌 かな 前橋市 講師 県書作家連盟会員

9 平成４年度 大井美津江 叫びによる 墨象 前橋市 教員 県書作家連盟会員

10 平成５年度 高草木静城
萩原朔太郎詩
「歸郷」より

近代詩文 大間々町 公務員 県書作家連盟理事

11 平成６年度 大川　清子 牧水の歌 かな 前橋市 教員 県書作家連盟理事

12 平成７年度 久保田香林 張晃詩 漢字 前橋市 教員 県書道協会教育展事業部長

13 平成８年度 柳井　和翠 光なき かな 前橋市 書塾 (社)県書道協会理事

14 平成９年度 金井　如水 希 墨象 箕郷町 会社員 県書道展運営委員

15 平成10年度 新井　祥碩 富士山 漢字 境町 農業 教育書道展運営委員

16 平成11年度 傳田　舟蘭
西行法師の山家
集抄より四首

かな 桐生市 書家 県書道協会運営委員

17 平成12年度 丸橋　鳴峰 迦葉破顔 漢字 伊勢崎市 教員 (社)県書道協会理事

18 平成13年度 田村　華舟 百人一首 かな 前橋市 書家 県書道展審査員

19 平成14年度 北村　白琉 北 墨象 吉岡町 書塾講師 白玄会

20 平成15年度 明峰　玄秀 山頭火句
少字数及び
近代詩文

北橘村 僧侶 群馬創玄書道会

21 平成16年度 新井　静翠
壺田花子の詩
「早春」より

少字数及び
近代詩文

大間々町 公務員 群馬創玄書道会

22 平成17年度 渡辺  睦子 きりぎりす かな 前橋市 書道塾 藍筍会、書泉会

23 平成18年度 鈴木せつ子 春の空 かな 富士見村 書泉会

24 平成19年度
西川　翠嵐
　　(圭一)

陶淵明詩 漢字 高崎市 教員 墨宣会

25 平成20年度
星野　聖山
　　　(明)

ふるさと
少字数及び
近代詩文

伊勢崎市
書家、
大学講師

毎日書道展、県書道展

26 平成21年度 松村くに子 あたたかく かな 前橋市 書泉会

27 平成22年度
阿部　子鳳
　　(由紀)

律動 墨象 館林市 墨流社

28 平成23年度
小倉　釣雲
　　(正俊)

寒山詩 漢字 前橋市 書道講師 淡遠書道院

29 平成24年度
遠藤　子雀
　　(育子)

暗中 墨象 大泉町 書塾
県書道協会、国際書画連
盟、墨流社

30 平成25年度
中本  大翠
　　(正幸)

短歌(石川啄木) 大字・詩文書 大泉町 書道塾
群馬創玄書道会、大滄書道
会
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31 平成26年度
倉林  紅瑤
　　(智子)

尊による 墨象 高崎市 白玄会

32 平成27年度
齋藤　黃庭
　　(菊夫)

内村鑑三詩 漢字 高崎市 高崎書道会

33 平成28年度
桐生  楽山
　　(佳信)

陸放翁句 漢字 甘楽町 公務員
妙墨会、玄潮会、県書道協
会、毎日書道会

34 平成29年度 利村　郁子 西空の かな 前橋市 県嘱託 書泉会

35 平成30年度 飯野　子邱 誕生 墨象 館林市 墨流社

36 令和元年度 國定　青陽 丘壑獨存 篆刻 沼田市 教員
群馬県篆刻協会、日展、読
売書法会等

37 令和２年度 林　　英子 しのぶれど かな 渋川市 広瀬会

38 令和３年度 金澤　仲訓 蘇軾詩 漢字 高崎市 教員 高崎書道会

39 令和４年度 飯島　俊城 刻意翰墨 篆刻 藤岡市 群馬篆刻協会
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