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一般社団法人日本作詩家協会  会員名簿  

2023年４月 4日現在 

 

あ行 あい 凡夫 愛 行子 哀川 憂紀 

 藍川 由那 合汞 石太 相田 毅 

 相原 利夫 蒼井 美月 蒼 ヨシヒロ 

 青江 ひとみ 青季 エル 青木 圭介 

 青木 勇一 青島 江里 青山 慶彦 

 青山 るみ 赤池 みつを 赤坂 佳津子 

 明石 真帆 茜 夕 阿川 礼 

 秋 浩二 秋 なすび 阿木 燿子 

 秋篠 さと 秋原 みまき 秋本 絢子 

 秋元 康 穐山 定文 AKEMI 

 赤穂 美紀 麻 こよみ 朝倉 翔 

 浅倉 美智子 麻崎 恵 浅多 いづみ 

 あさの 好詩永 旭 十楼 朝陽 昇子 

 朝比奈 京仔 あぜち 克彦 麻生 香里 

 アソムラタカオ 安倍 暁 天達 美代子 

 雨宮 英子 あやこ 荒木 とよひさ 

 新田目 駿 新田目 大介 有田 美智男 

 アンディー 吉川 anlie E-TRIP 

 井川 喜三彦 井口 けいじ 生野 たかし 

 池上 二郎 池田 さとし 池田 二三枝 

 池田 充男 池森 しおん 生駒 かつゆき 

 勇 福子 イザワ マサミ 石神 綾 

 石川 桃瑪 石川 ミホ 石田 鵬 

 石附 亜紀子 石橋 歌恋 石橋 憲一 

 石原 信一 石巻 宗一郎 石山 ひろやす 

 出原 敏光 イズミイチロー 泉 美子 
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 伊丹 れい 市川 武志 九 六八 

 一城 えり いで はく いとう 彩 

 伊藤 彰二 伊藤 千賀子 伊藤 晴美 

 伊東 ひろし 伊藤 美和 伊藤 龍一 

 井上 功一 井上 耕作 井上 順子 

 井上 裕允 井上 ゆうき 伊武 トーマ 

 今井 ようこ 岩崎 愛子 岩白 かづこ 

 岩瀬 勝二 磐根 公太郎 岩淵 順子 

 岩本 勝 上田 公美彦 植田 千賀 

 上野 正樹 植村 正 氏原 一郎 

 内田 和美 内田 りま 内堀 ミエ 

 内山 和樹 卯月 蜜柑 宇野 文子 

 梅垣 政之 宇里 香菜 賣野 雅勇 

 海野 清二郎 榮次郎 榎本 充行 

 海老原 秀元 蛯原 勝 恵羅 

 円 理子 円上 行元 煙石 博 

 遠藤 澄夫 遠藤 弘司 翁川 美郷 

 及川 莉代 大石 敬司 大石 誠 

 大川 昭彦 大久保 與志雄 大崎 憲 

 大里 由知 大鹿 轟 大関 三千雄 

 大竹 敏雄 大堂 有 大野 佑起 

 大原 愛 大前 裕子 大森 祥子 

 大矢 弘子 大山 詩央 岡 宏 

 丘 まり子 岡 みゆき 岡崎 いさお 

 岡崎 ふくみ 岡田 冨美子 岡山 いくお 

 岡山 一穂 小川 ゆき 沖 えいじ 

 おきの 舟人 奥 雪義 小口 幸重 

 小倉 紅実 小椋 政行 長田 七朗 



3 

 

 小山内 圭 織田 まり 落合 博章 

 小野川 栄治 オノダ ヒロユキ 小野田 洋子 

 小野塚 清一 小野寺 正悦 尾山 敦子 

か行 開 まこ 開前 志朗 海保 正明 

 加乙里 かが まさし 駕川 慎 

 柿沼 雅美 垣見 幸伸 角田 茉瑳子 

 格地 秀明 KAKUYO 笠井 光博 

 かず 翼 春日井 博 一葉 よう子 

 一丸 片桐 和子 勝田 守 

 桂木 龍 門 ときたか 加藤 けい子 

 加藤 卓哉 金澤 猛 金谷 怜沙 

 鎌田 勝 カマタ ヨウコ 上假屋 末義 

 神里 美和子 紙谷 良子 紙中 礼子 

 辛島 覚 唐津 邦利 河 こよみ 

 川井 春幸 河井 雄太郎 かわいだ けんいち 

 川上 惠子 川上 左池子 かわじ ひろみ 

 川島 条 川田 瑠夏 川西 ほせい 

 川之上 智子 川端 ただし 川村 一希 

 川村 圭 神崎 陽一 神田 富子 

 神田 まさひこ 芳 美知余 菊村 てる 

 岸 快生 貴志 たかし 岸川 美好 

 北 てつろう 北小路 匠 北里 勝一 

 北爪 葵 北畠 秀明 北原 昌弘 

 北村 英明 北村 けいこ 北村 直之 

 北吉 伸伍 貴舩 翠風 木村 賢司 

 木村 壮吉 許 瑛子 京 えりこ 

 京 光恵 桐野 藍子 霧野 ゆう 

 草波 流沙 くしき わたる 久仁 京介 
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 國枝 星志 国武 浩之 くぼ 好市 

 熊 たけし 藏之助 倉吉 美由紀 

 栗沢 涼 栗原 保夫 黒川 良人 

 黑澤 戀 桑原 ほうめい Ｋｅｉ 

 Ｋ／ｚｅｎｎａ K. Matsue kenko-p 

 小泉 宏孝 小泉 連次郎 高坂 のぼる 

 幸田 ゆうじ 越 よし春 こじま かずみ 

 小嶋 高志 小島 ひろ美 小竹 一臣 

 小谷 繁 児玉 雨子 ＫＯＣＨＯ 

 こはま かずえ 小林 篁次 小林 孝順 

 小林 ひろゆき KOMA2 小路 真耶 

 小峰 公子 小宮 正人 KOMU 

 小森 敏一 小山 修一 小雪 めぐみ 

 近藤 英子 紺野 あずさ  

さ行 彩 ちかこ 斎賀 勇 齋藤 清人 

 斉藤 仁 さいとう 大三 さいとう 向恵 

 斎藤 政美 齊藤 茂一 佐伯 youthK 

 五月女 心ノ助 坂口 君代 坂本 寿美子 

 坂本 ひろし 沙木 実里 崎島 じゅん 

 佐久間 信 さくら ちさと さくら 舞 

 さくら 龍 桜田 さいさく 桜庭 由梨 

 佐々木 ひさこ 佐渡 ミユキ さとう いくこ 

 佐東 たどる 佐野 源左衛門一文 佐野 文香 

 さのや あき 鮫島 琉星 沙夜 澪 

 沢 利明 沢 富美子 沢 洋介 

 さわだ すずこ 沢村 登之 山藤 せい子 

 汐咲 まどか SHIKATA 重岡 春雄 

 Shizuka Shizuma 志名 亮 
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 篠崎 隆一 島 勝興 志摩 勝也 

 嶋 こうじ 志摩 小五郎 島 敏夫 

 下方 清惠 下北 龍一 下地 悠 

 下野 登美子 JUMI 城 明 

 城 ひろし 白石 明仁 白神 松男 

 白川 千恵 白川 夢乃 白川 るみ 

 白籏 慶子 城岡 れい 城山 正志 

 新條 カオル 吹田 晴也 末広 きよし 

 菅 麻貴子 菅原 英子 杉江 明子 

 杉江 香代子 杉崎 智介 杉谷 光滋朗 

 助田 ひさお 鈴木 紀代 鈴木 こういち 

 鈴木 さとし 鈴木 征一郎 鈴木 孝夫 

 鈴木 千佳 鈴木 信子 鈴木 はるか 

 鈴木 れい子 鈴本 レイナ 須田 厚子 

 捨 大吉 首藤 隆充 砂川 風子 

 すみの 空 洲本 正幹 関根 正弘 

 瀨沢 葉 瀬戸 忠 瀬端 健二郎 

 セリザワ ケイコ せん けいこ 仙 孝緒 

 SenEi せんじ 浪 千坊 さかえ 

 宗宮 成則   

た行 當麻 強 田浦 賢 たか たかし 

 高井 千代美 髙岡 のぼる 高丘 よしと 

 高木 知明 髙木 洋子 タカシ 

 高島 じゅん 高須 はじめ 髙田 智央 

 髙田 洋輔 髙塚 和美 高野 博美 

 高橋 建雄 高橋 直子 高橋 直人 

 髙橋 誠 高橋 護 高橋 麗秋 

 髙畠 じゅん子 高林 こうこ 髙久 茂男 
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 高山 美月 たき ことね 滝 信太郎 

 多岐川 大介 滝川 夏 滝沢 まさとし 

 たきの えいじ 滝本 哲也 たくわん 

 竹内 清訓 竹内 良 竹之内 日海 

 たけ美 田島 隆夫 多田 朗人 

 橘 三枝子 橘 れい タヅ香 

 多手石 松観 田中 いぶき 田中 修至 

 田中 なるみ 田中 由美子 棚波 詞雄 

 谷口 文彦 たにはら 伸 多野 亮 

 珠妃 いおり 玉城 徳丸 玉利 要 

 田村 和男 田村 晃一郎 田村 祐司 

 たらの芽 螢 旦野 いづみ 千秋 仁 

 千草 三紀 ちくし 次郎 竹間 用幸 

 千田 正男 茶々 司 けんじ 

 塚田 英夫 塚本 さとい 津川 きよし 

 月明 ゆかり TSUKIKO ツキダ タダシ 

 筑紫 みなも 辻 正司 対馬 民子 

 津田 雅道 土川 賢一 つつじ森 たかし 

 つつみ りゅうじ 恒川 敬代 粒良 せい子 

 寺倉 修造 寺島 幸生 輝美 那奈 

 天条 アンナ 土肥 薫 戸井 譲治 

 桃仙 橋佳 ＴＯＪＡ 戸川 智砂子 

 時 しぐれ 時女 礼子 とだ じょう 

 利根川 俊夫 泊 大輝 冨岡 慶信 

 富田 有 とやまひさこ 豊岡 敏 

 豊原 史丈 鳥海 雄介 鳥羽 貞子 

な行 内藤 綾子 奈緒 ながい さつき 

 永井 ひろし 中川 淳 中咲 結美子 



7 

 

 永田 悦雄 ながた 惠秋 ながた じょうじ 

 永田 聖子 中野 訓 中野 貴康 

 長野 好訓 中林 みゆ 中原 捷 

 長平 俊一 中村 彰臣 中村 彩 

 なかむら こういち 仲村 つばき 長山 悦子 

 中山 真一 中山 真斗 中山 正好 

 中山 みきを 南雲 一範 夏木 はるか 

 夏田 實美 夏ノ 芹子 名取 沙紀 

 浪花乃 月 並木 まお 成瀬 友元 

 鳴海 徳一 南陽 町子 新本 創子 

 西 しょうご 西井戸 学 西澤 佐千子 

 西谷 勝己 西谷 東峰 西原 孝夫 

 西山 由之 西山 和風 二代目 寿三郎 

 二宮 龍之介 二瓶 みち子 丹羽 敏彦 

 沼本 市朗 NO MOSS 乃木 リリー 

 野沢 あぐむ 野沢 トオル 野沢 冬子 

 野島 真行 のどか けん  

は行 ha-j 芳賀 敏勝 萩台 峰永倖 

 萩原 正臣 萩原 百合子 ＨＡＫＵＴＯ 

 羽澤 文子 橋本 真寿美 長谷川 由枝 

 華 みづき 花季 あや 華木 かおる 

 花咲 ひみこ 花野 都 英 雄士 

 羽場 新一郎 浜 源太 濱田 龍郎 

 林 茂代 林 伸 林 利紀 

 はやし 敏彦 林 義孝 葉山 まり 

 原 慶 原 文彦 原 水樹 

 はら めぐみ 原田 夕実 春名 祐富子 

 榛澤 洋子 ヒイロ・ユイ 菱田 茂子 
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 日高 亨 日髙 耀湖 日野浦 かなで 

 ひのき 蓮 ひばりの 良子 姫 

 表野谷 理差 平井 歩果 平田 まつみ 

 平塚 千秋 平山 かつもと 廣岡 傑 

 広木 ゆきわ 廣澤 孝彦 広瀬 ゆたか 

 風 雅也 深井 カヨ子 深野 義和 

 福井 康修 福江 精太郎 ふくし ゆうや 

 ふくしま 文美枝 藤 公之介 藤 外美子 

 不二 美風 藤 優州 藤﨑 光 

 藤田 健 藤波 英夫 藤村 誠一 

 藤本 純行 藤本 尚子 藤本 雅則 

 藤安 五月男 ふじわら 弘志 ・ふじわら よしこ・ 

 藤原 良 文月 まさる 冬木 ともや 

 冬弓 ちひろ 古澤 勝 平誠 三朗 

 ペリー 荻野 朋山和尚 星 祐子 

 星合 節子 星倉 もこ 星野 哲寛 

 ｈｏｔａｒｕ ほたる 翔 帆々 絵美 

 堀 まさし 堀内 和香 堀江 重吉 

 本多 花衣 本田 さとし 本田 三郎 

 梵天丸   

ま行 マイクスギヤマ 舞氣流 前田 起久子 

 まえだ やすゆき 前田 吉野 真樹 亜矢 

 槙 映二 万城 たかし 眞紀 ゆり 

 巻上 公一 誠 一成 真崎 エリカ 

 増田 空人 町田 和 松 大地 

 松井 五郎 松井 眞佐子 松井 陽 

 松井 洋平 松浦 有希 松尾 江里也 

 松尾 博之 松岡 弘一 松岡 德峰 
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 松倉 まさし 松下 美佐子 松永 躬依 

 松原 高久 松宮 忠 松村 命沙 

 松本 摂子 松本 久茂 松本 安生 

 円 香乃 円 恵介 真鍋 加津美 

 マヒル ムラサキ 麻耶 吹雪 摩耶 麗子 

 まんだ あつこ 三浦 節子 三浦 正行 

 三上 茂 美樹 克彦 美貴 裕子 

 三木 政和 三国 良太郎 みさき まさる 

 三里 こうじ MIZUE 水紀 美春 

 水木 れいじ 水嶋 彩木 水谷 啓二 

 水谷 紀生 ミズノ ゲンキ 水本 忠男 

 みた ひろし 道 ひろし 美知子 

 光春 美手 けんじ 緑子 

 みなみ 敬 南 早苗 みね 隆 

 みね ゆきと 峰崎 林二郎 箕浦 てる美 

 実ノ里 水吹 有間 宮内 たけし 

 三宅 英雄 都 雄介 宮﨑 和子 

 宮崎 誠 宮澤 彰 宮下 志郎 

 宮島 章浩 宮代 よしはる 宮田 純花 

 みやの 舞 宮原 ハツ みやび 恵 

 美山 愛 深山 未遊 美和 あずさ 

 武笠 和夫 六ツ見 純代 紫野 ゆき 

 村田 るり 女夫池 末子 めぐみ あきら 

 茂木 けんじ もず 唱平 望月 章 

 本杉 功 本橋 夏蘭 もり ちよこ 

 森 俊子 森 典子 森 光 

 森 由里子 森下 かおり 森田 圭悟 

 森本 アキラ   
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や行 やさか じゅん 矢坂 秀司 八坂 みやび 

 矢嶋 たかし 八代 圭一 八代 よう子 

 保岡 直樹 安田 福美 保田 昌彦 

 安野 進 やた 悠嵩 八ツ尾 順一 

 矢頭 國明 柳町 純 山甲斐 晶子 

 山上 路夫 山川 倖一 山川 大介 

 八巻 功 山岸 一二三 山口 藤女 

 山崎 あおい 山﨑 公聖 やました 貴美 

 山田 輝一 山田 早苗 山田 孝雄 

 山田 孝政 山田 那津子 山田 美楓 

 山田 ひろし 山田 耀司 山根 伍代 

 山美 果風 山本 惠三子 山本 和恵 

 山本 きよみ 山本 陣 山本 旅人 

 山本 萬里歩 山本 ユリエ YOURSA 

 湯浅 尋夫 結城 彩 悠木 圭子 

 結木 瞳 結城 諒 結城 れい子 

 悠月 ねね 夕鶴 友馬 綾子 

 湯川 れい子 ゆき ちかげ ゆくさ みやび 

 由多華 由布 たかし 夢 ユメ子 

 夢城 まどか 湯本 護 由良 ゆりこ 

 由梨 恵子 ゆり 花笑 葉石 

 横井 秀仁 横須賀 正規 横森 葉子 

 よこやま みちよし 吉 幾三 吉井 省一 

 吉川 徳子 吉川 満 吉田 旺 

 吉田 静江 吉田 すばる。 吉田 とう 

 吉津 佳風 吉永 真悟 吉成 庸子 

 芳野 和幸 吉村 哲次郎 芳山 登 

 与那覇 忠 夜美 まこと  
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ら行 蘭 遙香 RUCCA 礼 恭司 

 レーモンド松屋   

わ行 若芝 正夫 我妻 ゆき子 わだ 愛 

 和田 真 渡邉 蛍雪 わたなべ さちこ 

 渡辺 久士 渡部 平吾 渡邉 真紀 
 


