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月
集 花山多佳子選
栗木 京子・真中 朋久・小林 幸子・三井
修・山下
洋ほか……………
新 樹 集 吉川 宏志選
阿蘇 礼子・永田
玲・千葉 優作・嶋寺 洋子・大城 和子
成瀬 真澄・小川 節三・森
純一・森
雪子・大地たかこ…………………
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作 品 １ 小林 信也選
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山下
泉選
西之原一貴・竹井佐知子・小圷 光風・穂積みづほ・ホイラップ房子ほか……
 …
永田 和宏選
川田 伸子・大引 幾子・清水 弘子・杜野
泉・ほうり真子ほか……………
作 品 ２ 栗木 京子選
𠮷田 京子・い わ こ し・瀧本 倫子・近藤 真啓・岡村 圭子ほか……………
真中 朋久選
吉田
典・高原さやか・守永 慶吾・丘村奈央子・北山 順子ほか……………
小林 幸子選
竹内
亮・平出
奔・谷口 美生・鯵本ミツ子・寺田 慧子ほか……………
山下
洋選
松岡 明香・ うにがわえりも・菊井 直子・宮本 背水・ はなきりんかげろうほか …
前田 康子選
魚谷真梨子・淵脇 千絵・金田 和子・東
勝臣・鈴木美代子ほか……………
江戸
雪選
加茂 直樹・𠮷田 恭大・ぱいんぐりん・髙山 葉月・宮脇
泉ほか……
 ……
永田
淳選
藤森さと子・羊
九地・濱本
凜・山名 聡美・安野たかしほか……………
若 葉 集 なみの亜子選
＊
t o r o n・浅井 文人・朝野 陽々・佐藤 裕扇・青海 ふゆほか……………
風 炎 集
贅沢な花……………………………………………………………………佐藤 涼子…
特別作品 三井
修選
綾部 葉月・中井スピカ・大森 千里・森
純一…………………………………
題詠四季 梶原さい子選「素」
石橋 泰奈・一宮 奈生・寺田 裕子・嶋寺 洋子・谷口 純子ほか……………
青蟬通信……
 ………………………………………………………………………吉川 宏志…
八角堂便り…………………………………………………………………………真中 朋久…
短歌時評……………………………………………………………………………𠮷田 恭大…
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