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月
集 真中 朋久選
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三井
修選
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江戸
雪選
三上 糸志・森尾みづな・平出
奔・水越 和恵・田村 穂隆ほか……………
永田
淳選
真栄城玄太・百崎
謙・成瀬 真澄・岡部由紀子・大空 博子ほか……………
山下
泉選
与儀 典子・向井ゆき子・吉原
真・ぱいんぐりん・川上まなみほか…………
なみの亜子選
宮脇
泉・加茂 直樹・瀧川 和麿・竹田伊波礼・大江 裕子ほか……………
花山多佳子選
川島
信・中橋 睦美・大和田ももこ・薦田
恵・壱岐由美子ほか……
 ……
栗木 京子選
魚谷真梨子・足立 信之・千葉 優作・有櫛 由之・芳仲 成和ほか……………
若 葉 集 小林 信也選
渡部
和・青海 ふゆ・佐藤 裕扇・吉田 修子・若山 雅代ほか……………
風 炎 集
もうさるすべり……
 ………………………………………………………森永 絹子…
特別作品 永田 和宏選
𠮷田 京子・広瀬 桂子・さつきいつか・永田
愛・澤端 節子……
 …………
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