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月
集 花山多佳子選
藤重 直彦・藤田 千鶴・藤原 勇次・干田 智子・本間 温子ほか……………
新 樹 集 吉川 宏志選
芦田 美香・新城 研雄・千村久仁子・藤 かをり・池田 行謙
谷口 公一・布施木鮎子・高橋ひろ子・大江 美典・山縣みさを…………………
百 葉 集 吉川 宏志選…………………………………………………………………………
作 品 １ 三井
修選
橋本 成子・大森 千里・嶋寺 洋子・黒沢
梓・吉田 健一ほか……………
山下
洋選
栗山 れら・益田 克行・宇梶 晶子・吉岡 昌俊・山西 直子ほか……………
前田 康子選
大引 幾子・林
雍子・川口 秀晴・鈴木 晴香・澄田 広枝ほか……………
作 品 ２ 永田
淳選
西山千鶴子・森山 緋紗・帷子つらね・近江
瞬・亀海 夏子ほか……………
小林 信也選
中井スピカ・魚谷真梨子・加茂 直樹・大出 孝子・森尾みづなほか……………
山下
泉選
浅野 大輝・仲町 六絵・佐々木美由喜・梶野 敬二・ 藤江ヴィンター公子ほか …
なみの亜子選
廣野 翔一・永山 凌平・山浦久美子・吉田
典・逢坂みずきほか……………
永田 和宏選
大井 亜希・紫野
春・さつきいつか・垣野俊一郎・今井 裕章ほか…………
真中 朋久選
田宮 智美・長谷川 琳・い わ こ し・真栄城玄太・永久保英敏ほか……………
小林 幸子選
竹田伊波礼・黒木 浩子・田村 穂隆・谷
活恵・岡村 圭子ほか……………
若 葉 集 江戸
雪選
山田 泰雅・青海 ふゆ・榎本 ユミ・羽原 はる・小島 涼我ほか……………
風 炎 集
初夏のころ……
 ……………………………………………………………丸山 順司…
特別作品 栗木 京子選
山下 昭榮・佐藤 涼子・永田
愛・海野 久美…………………………………
青蟬通信……
 ………………………………………………………………………吉川 宏志…
八角堂便り…………………………………………………………………………なみの亜子…
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