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集 永田 和宏選
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江戸
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なみの亜子選
鳥本 純平・深井 克彦・上杉 憲一・赤岩 邦子・浅野 次子ほか……………
若 葉 集 前田 康子選
竹内
亮・若山 雅代・竹垣なほ志・吉田 修子・壱岐由美子ほか……………
風 炎 集
見えない……
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特別作品 真中 朋久選
龍田 裕子・尾崎 知子・西村 玲美・溝川 清久…………………………………
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