
第５０回全国少壮吟詠家審査コンクール決選大会日程 

 

 

令和５年３月１２日（日） 

於、ニッショーホール 

 

 ８：４５   役員集合 

 ９：００   開場・審査委員会議・出場者集合 

 ９：３０～ ９：４０ 開会セレモニー 

・開会の辞   徳田寿風 副会長 

・国歌斉唱、財団会詩合吟 

・財団代表挨拶  沼崎 富 会 長 

・競吟実施要項説明 

・審査委員紹介 

 

 ９：４０～１０：５５   コンクール  １～ ３０番 ３０名 （７５分） 

１０：５５～１１：１０   換気休憩     （１５分） 

１１：１０～１２：４０   コンクール ３１～ ６７番 ３７名 （９０分） 

１２：４０～１３：２０   昼食休憩〔審査委員会議〕   （４０分） 

１３：２０～１３：４５   審査委員講評   河野正明 特別審査員 

      徳田寿風 審査委員長 

              入選者・特別審査者発表及び抽選 

１３：４５～１４：０５   休 憩      （２０分） 

１４：０５～１４：３０   特別審査     （２５分） 

１４：３０～１４：５０   休 憩〔最終審査委員会議〕   （２０分） 

１４：５０～１５：２０   表彰式典     （３０分） 

・審査結果発表  徳田寿風 副会長 

・入選者表彰   沼崎 富 会 長 

・閉会の辞   徳田寿風 副会長 

１５：２０ 大会終了（予定） 

※欠場者の人数によっては進行が早まる場合もございます。 



出吟順 氏名 推薦総連 出吟順 氏名 推薦総連 出吟順 氏名 推薦総連

1 𠮷田 あゆみ 大分 31 藤城 美富里 千葉 61 持田 佳澄 神奈川

2 田中 達也 香川 32 板東 有希 徳島 62 山下 絵里子 千葉

3 栗山 アイ子 長崎 33 神野 晶子 大阪 63 川口 和典 福岡

4 鈴木 美保子 東京 34 西岡 佐智世 大阪 64 中西 光恵 兵庫

5 加藤 亜希子 東京 35 阿部 香織 東京 65 金杉 充子 千葉

6 藤原 幸 広島 36 太田 武志 千葉 66 浦 麻紀 香川

7 佐藤 好美 東京 37 藤田 ゆかこ 東京 67 荒﨑 有紀江 神奈川

8 竹内 彩 京都 38 町 映子 兵庫

9 七五三 聖子 兵庫 39 平野 千草 佐賀

10 栗田 優子 大阪 40 野上 孝時 栃木

11 片山 辰夫 香川 41 松谷 菜穂 埼玉

12 井戸 隆裕 大阪 42 山本 一成 静岡

13 小倉 七菜子 神奈川 43 廣野 栄子 静岡

14 原 奈緒子 三重 44 小野寺 雅美 香川

15 植田 そのみ 京都 45 望月 偉可 静岡

16 山岡 瑞恵 高知 46 奥山 久美子 京都

17 荒川 知子 大阪 47 桶谷 麻美 富山

18 大平 美代 宮崎 48 綿谷 未由子 三重

19 佐藤 仁美 新潟 49 辻 寛子 神奈川

20 恒成 育香 大分 50 木屋 優 東京

21 吉澤 純子 東京 51 飯干 京子 愛知

22 楡井 有実子 東京 52 原田 理絵 東京

23 徳安 秀作 福岡 53 小笠原 千洋 静岡

24 林田 麻由 大分 54 中澤 宏 茨城

25 土方 圭秀 東京 55 𠮷本 綾 広島

26 渡辺 仁詞 福島 56 原田 佐知子 愛知

27 榮 葉子 沖縄 57 小林 はるか 熊本

28 池田 あゆみ 千葉 58 上野 哲 東京

29 岩崎 玲子 群馬 59 増原 睦 愛媛

30 野田 亜矢子 東京 60 中野 康子 広島

第50回全国少壮吟詠家審査コンクール決選大会 出吟順表



第50回全国少壮吟詠家審査コンクール決選大会会場  

ニッショーホール 交通のご案内  
 

 
 

【住所・電話番号】 
〒１０５－００２１  

東京都港区東新橋１－１－１９  ヤクルト本社ビル  

ＴＥＬ：（０３）６２６３ -９９５７  

ＦＡＸ：（０３）６２６３ -９８７４   

 

【最寄り駅】 
●ＪＲ新橋駅 「銀座口」より徒歩 3分 

●都営地下鉄浅草線  新橋駅「汐留 1番出口」より徒歩 1分 

●都営地下鉄大江戸線  汐留駅  徒歩 5分 

●東京メトロ銀座線  新橋駅「 2番出口」より徒歩 2分 

●新交通ゆりかもめ  新橋駅「 1C出口」徒歩 3分 

※駐車場はございません。  

 

【東京駅からの主なアクセス】  

東京駅－（山手線・京浜東北線）－新橋駅（約 4分） 

 

【羽田空港からの主なアクセス】  

羽田空港－（東京モノレール）－浜松町駅－（山手線・京浜東北線） 

－新橋駅（約 30分）  


