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青井 佐和子 富山市大　字 秋吉 多鶴 富山市漢字Ⅱ

阿古 裕子 射水市前　衛 浅井 雪華 富山市漢字Ⅱ

浅井 智恵 射水市近代詩 浅野 恵理 南砺市漢字Ⅱ

浅野 幽帆 黒部市近代詩 東井 恭苑 南砺市前　衛

天野 余旨 砺波市前　衛 網谷 圭雅 滑川市近代詩

荒井 翠香 富山市大　字 新井 優子 富山市漢字Ⅱ

新木 智泉 富山市大　字 荒谷 明美 射水市前　衛

有川 卓見 富山市篆　刻佳作賞 有澤 映泉 富山市近代詩佳作賞

阿波加 恵里 滑川市近代詩 安藤 光繁 射水市漢字Ⅱ

井伊 香深 立山町篆　刻 五十嵐 素星 富山市漢字Ⅱ

池崎 理恵子 富山市漢字Ⅰ 池田 可葉 南砺市前　衛

池田 玉藍 富山市漢字Ⅱ 池田 煌翠 高岡市近代詩

池田 幸恵 富山市大　字 池渕 倖子 富山市漢字Ⅱ

石黒 和子 射水市前　衛 石田 光珠 富山市近代詩

石見 淳峰 氷見市かなⅠ 板坂 聡苑 射水市近代詩

市江 万桜 富山市漢字Ⅱ 市村 江彩 立山町漢字Ⅱ

伊東 真利子 富山市かなⅡ 稲垣 恵園 富山市大　字

稲毛 清翠 入善町漢字Ⅱ 稲葉 秋桜 富山市漢字Ⅱ佳作賞

稲本 陽子 富山市大　字 井上 寿汀 富山市漢字Ⅱ

井口 美智子 魚津市近代詩 今井 美香 南砺市かなⅡ

岩佐 香龍 高岡市大　字 岩崎 香苑 魚津市漢字Ⅱ

岩崎 等 南砺市前　衛 岩滝 淳子 高岡市漢字Ⅱ

上田 光風 富山市大　字 上田 和有 富山市漢字Ⅱ

上野 稔 富山市漢字Ⅱ 梅原 清雅 南砺市近代詩

梅本 春瑤 富山市かなⅡ 梅本 燁翠 射水市近代詩

永川 杏 魚津市漢字Ⅱ 老田 玲經 富山市漢字Ⅱ

大井 馬遊 富山市漢字Ⅱ 大石 晶子 小矢部市前　衛

大角 真由美 入善町近代詩 大木 美佳恵 高岡市近代詩佳作賞

大崎 恭子 魚津市漢字Ⅱ 大嶋 琴雨 富山市近代詩

大島 乃芙 富山市漢字Ⅱ 大城 雛子 魚津市大　字

大床 蘭水 黒部市大　字 大西 美樹 南砺市近代詩

大野 霽月 富山市大　字 大原 筍翠 富山市漢字Ⅱ

岡田 香理 富山市漢字Ⅱ 岡田 紅雲 朝日町近代詩

岡本 錦水 富山市近代詩 岡本 晃山 魚津市近代詩

小川 葭翠 高岡市漢字Ⅱ 小川 玉寿 富山市大　字

小川 翠流 射水市漢字Ⅱ 小川 末吉 高岡市大　字

小川 剛志 高岡市漢字Ⅱ秀作賞 小川 繭子 富山市漢字Ⅱ

奥野 香雪 富山市漢字Ⅱ 小熊 翠風 魚津市漢字Ⅱ

奥村 雪花 立山町漢字Ⅱ 小倉 光子 砺波市前　衛

小澤 翠香 富山市大　字 尾間 利恵 高岡市前　衛

開田 智 砺波市漢字Ⅱ 角尾 小織 射水市漢字Ⅱ

鹿熊 雪園 富山市漢字Ⅱ 加古 春在 富山市大　字

笠島 絹江 高岡市漢字Ⅱ 笠田 恵子 南砺市近代詩

数井 彩巴 富山市近代詩 片岡 澄雲 富山市大　字

加藤 萌琳 富山市漢字Ⅱ 金木 志有 立山町大　字

金谷 秀子 魚津市漢字Ⅱ 兜山 方星 富山市近代詩

釜谷 よしえ 富山市漢字Ⅱ 上 光琳 氷見市漢字Ⅱ毎日賞

亀澤 剛敏 高岡市漢字Ⅱ 河合 翠雨 高岡市大　字

川岸 松苑 射水市漢字Ⅱ 川北 恵美子 南砺市前　衛

川越 妙華 富山市大　字 河崎 真理子 富山市近代詩

川島 礪波 砺波市大　字 川西 長行 富山市漢字Ⅱ

川村 蕙翠 富山市大　字 神田 夕照 富山市漢字Ⅱ

菊知 正明 射水市漢字Ⅱ 岸本 紗代子 魚津市漢字Ⅱ
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喜多 恵子 富山市漢字Ⅱ 北川 稚佳 富山市近代詩

喜多埜 草萠 立山町大　字 北村 民子 射水市前　衛

貴堂 絹恵 富山市漢字Ⅱ 絹谷 恵津 砺波市前　衛

久恵 紀梢 南砺市前　衛 経塚 翠 射水市近代詩

楠 翠魚 魚津市近代詩 轡田 潤子 魚津市近代詩

久保田 一聿 富山市漢字Ⅱ 窪田 伸苑 砺波市前　衛

窪谷 邦子 高岡市漢字Ⅱ 熊田 雅心 射水市篆　刻

倉科 白琉 富山市漢字Ⅱ 倉田 智香子 入善町近代詩

黒田 山梢 富山市かなⅡ 黒田 桃香 富山市漢字Ⅱ

小池 竹翠 上市町大　字 小坂谷 沙優 富山市漢字Ⅱ

小坂谷 桃皓 富山市漢字Ⅱ佳作賞 小西 子象 小矢部市前　衛

小林 萩舟 富山市大　字 小林 文華 富山市大　字

御福 暢虹 富山市近代詩 駒井 瑛美 射水市漢字Ⅱ

駒見 美和 富山市近代詩 酒井 花仙 富山市漢字Ⅱ

酒井 汀花 上市町漢字Ⅱ 堺 宏美 富山市漢字Ⅱ

坂井 玲華 富山市近代詩 坂下 清雪 立山町大　字

坂中 郁華 砺波市前　衛 桜野 順子 高岡市漢字Ⅱ

佐々 翠蘭 滑川市大　字 佐藤 光代 魚津市近代詩

沢田 勝寛 射水市漢字Ⅰ 澤田 昭泉 南砺市前　衛

澤谷 綾 朝日町近代詩 塩田 詩子 富山市漢字Ⅱ

四十万 真由美 滑川市近代詩 篠田 睦石 高岡市前　衛

柴野 翠坡 滑川市近代詩 嶋尾 早紀 富山市近代詩

島崎 翠渓 魚津市近代詩 嶋崎 可奈 高岡市漢字Ⅱ

島田 榮川 砺波市大　字 島津 遊石 富山市大　字

清水 蒼山 高岡市漢字Ⅱ 清水 なほゑ 富山市漢字Ⅱ

清水 美紀子 富山市漢字Ⅱ 周戸 麻衣子 射水市大　字

十二 千秋 高岡市漢字Ⅰ 庄司 恭秀 富山市大　字

条谷 雅雪 高岡市漢字Ⅱ 城野 翠江 富山市大　字

城 花香 滑川市大　字 新川 彩花 射水市漢字Ⅱ

新松 九庵 高岡市漢字Ⅱ 菅原 舞花 高岡市漢字Ⅱ

砂子田 如柳 富山市大　字 関井 雪湖 富山市漢字Ⅱ佳作賞

世古口 悠鶴 富山市漢字Ⅱ 高井 恵美子 滑川市近代詩

高井 天江 氷見市漢字Ⅱ 高井 碧峰 富山市漢字Ⅱ

高尾 瞳 富山市近代詩 高岡 君子 富山市漢字Ⅱ

高木 幸葉 富山市かなⅡ 高木 静雨 富山市漢字Ⅱ

高島 孝子 射水市前　衛 高島 寿恵 射水市前　衛

高瀬 ゆかり 魚津市近代詩 高田 寿華 富山市大　字

高橋 琴麗 富山市大　字秀作賞 高松 宝瑛 富山市漢字Ⅱ

高見 恭雪 富山市漢字Ⅱ 宝田 冨紀子 立山町漢字Ⅱ

瀧村 成之 富山市漢字Ⅰ 武市 智彦 富山市漢字Ⅱ

竹田 知美 高岡市前　衛 竹林 秀峰 富山市大　字

武原 白汀 富山市大　字 武部 蓁翠 高岡市漢字Ⅱ

武部 律子 砺波市漢字Ⅱ 竹脇 淑子 射水市前　衛

田尻 和子 富山市漢字Ⅱ 田近 幸穂 富山市漢字Ⅱ秀作賞

田中 華泉 高岡市漢字Ⅱ 田中 香華 黒部市大　字毎日賞

田中 青哉 富山市大　字 谷浦 優心 富山市漢字Ⅰ

谷川 幽渓 立山町大　字 谷口 明生 富山市漢字Ⅰ

谷澤 彩 氷見市近代詩 塚本 美華 高岡市漢字Ⅱ

土永 由紀江 南砺市近代詩 椿 直子 黒部市前　衛

釣 愛 富山市漢字Ⅱ 寺井 美峰 富山市漢字Ⅱ

土井 翠玲 富山市大　字 土井 美泉 滑川市前　衛

東堂 泰山 富山市漢字Ⅱ 得能 薫 南砺市前　衛

飛世 松峰 富山市漢字Ⅱ 富崎 李鮮 富山市漢字Ⅱ
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豊田 暁舟 富山市大　字 中井 浩峰 富山市漢字Ⅱ

中尾 理舟 富山市漢字Ⅱ 中川 知子 富山市近代詩

中河 美樹 南砺市近代詩 中川 由季菜 射水市前　衛

中島 翠生 富山市大　字 中島 春菜 魚津市漢字Ⅱ

中島 幽湖 魚津市近代詩 中嶋 太虚 富山市篆　刻

中瀨 汀寿 黒部市大　字 中瀬 智亜 入善町近代詩

永瀬 静渓 富山市大　字 中田 久美子 富山市漢字Ⅱ

中田 心耕 南砺市近代詩佳作賞 中田 美津 富山市漢字Ⅱ

長田 勝行 魚津市近代詩 永田 紀子 富山市漢字Ⅱ

中野 百恵 射水市大　字 中村 翠月 魚津市近代詩

中本 一涛 富山市漢字Ⅱ 長森 翠雨 富山市漢字Ⅱ

永森 大愚 富山市篆　刻 長森 由美子 富山市漢字Ⅱ

中薮 岐邑 南砺市前　衛 中山 篤子 魚津市近代詩

中山 春麗 富山市大　字 長山 大峰 黒部市大　字

鍋島 裕佳 富山市漢字Ⅱ 鍋山 潤子 立山町漢字Ⅱ

成瀬 松紅 南砺市かなⅠ 南部 千佳 南砺市前　衛

南里 恵美子 滑川市近代詩 貫田 一美 富山市漢字Ⅱ

野上 白嶺 富山市漢字Ⅱ 能登 香波 黒部市近代詩

能登 敬至 黒部市漢字Ⅱ 長谷 弘華 南砺市前　衛

浜田 実和 朝日町近代詩 浜谷 裕子 射水市前　衛

濱谷 富美 富山市漢字Ⅱ 早川 翠柳 富山市漢字Ⅱ

早川 磨子 高岡市漢字Ⅱ 早川 友琴 上市町かなⅡ

早川 裕華 高岡市漢字Ⅱ 久木 圭舟 上市町大　字

菱田 春渓 上市町大　字 姫野 華萃 高岡市近代詩

平井 珠汀 富山市大　字秀作賞 平岡 田鶴 魚津市漢字Ⅱ

廣田 春埜 魚津市大　字 廣本 桂翠 射水市近代詩

藤井 珠静 富山市近代詩 藤井 心鏡 南砺市近代詩

藤井 菁紅 富山市漢字Ⅱ 藤井 外志子 南砺市近代詩

藤川 早苗 富山市漢字Ⅱ 藤川 洋作 射水市大　字

藤城 翠蘭 立山町大　字 藤島 幸道 富山市大　字

藤森 裕子 高岡市大　字 舟岡 圭昭 南砺市前　衛

船木 悦子 高岡市漢字Ⅱ 船木 桃如 富山市漢字Ⅰ

船木 幽翠 富山市大　字 舟瀬 桃玉 富山市大　字佳作賞

船渓 珠扇 富山市漢字Ⅱ 古川 明美 魚津市近代詩

古川 桃汀 富山市大　字 古幡 彩雨 黒部市漢字Ⅱ

堀 一美 富山市漢字Ⅱ 堀 奈緒 射水市近代詩

堀 洋琴 富山市かなⅡ 堀岡 信義 射水市漢字Ⅱ

堀川 克翠 射水市漢字Ⅱ 堀川 優萃 射水市近代詩

堀田 慧子 富山市漢字Ⅱ 前坂 寿美子 富山市大　字

前坂 暢雲 富山市近代詩 前田 幸子 高岡市前　衛

牧野 睿子 富山市漢字Ⅱ 政二 道子 富山市漢字Ⅱ

町野 真希 富山市漢字Ⅱ 松井 典子 立山町近代詩

松浦 花舟 富山市大　字 松浦 正樹 立山町漢字Ⅱ

松尾 朋花 滑川市漢字Ⅱ 松倉 翠芳 黒部市漢字Ⅱ

松下 慶泉 立山町漢字Ⅱ佳作賞 松島 馨 黒部市近代詩

松島 久子 上市町漢字Ⅱ 松田 暉秋 魚津市漢字Ⅱ

松田 喜美江 高岡市大　字 松野 響沙 富山市漢字Ⅱ

松原 綾子 朝日町近代詩 松原 美園 立山町漢字Ⅱ

松本 佳子 魚津市漢字Ⅱ 松本 峻翠 射水市漢字Ⅱ

松本 穂苑 魚津市近代詩 松本 悠香 富山市近代詩

松森 游仙 富山市大　字 松山 楊華 富山市近代詩

丸山 芝雪 富山市漢字Ⅱ 三上 桂雲 射水市漢字Ⅱ

三上 汀雪 富山市近代詩 三澤 皓花 富山市大　字
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水口 花穂 富山市漢字Ⅱ佳作賞 水野 青虹 富山市大　字

水野 艸秋 立山町大　字 美谷 唯 魚津市漢字Ⅱ

南 紅邨 富山市大　字 美濃 恵翠 富山市大　字

宮田 葉雪 富山市近代詩 宮村 柯翠 高岡市漢字Ⅱ

宮本 淳子 富山市漢字Ⅱ 三好 雅代 高岡市漢字Ⅱ

向川 茎翠 富山市漢字Ⅱ 村井 京子 黒部市漢字Ⅱ

村上 加菜 黒部市漢字Ⅱ 室谷 恵子 高岡市漢字Ⅱ

本林 久雅 富山市大　字 盛 雪麗 富山市大　字

森川 沙舟 射水市近代詩 森口 紅寿 富山市大　字

森清 憲山 富山市漢字Ⅱ 森田 寿風 富山市大　字

森田 富雄 立山町漢字Ⅱ 森田 康子 富山市漢字Ⅱ秀作賞

盛田 裕子 高岡市漢字Ⅱ 森野 清光 黒部市近代詩

森本 美穂 魚津市近代詩 森山 果琳 射水市大　字

八木 素柳 富山市漢字Ⅱ 屋敷 康山 高岡市漢字Ⅱ

安田 和央 高岡市漢字Ⅱ 安田 和子 高岡市漢字Ⅱ

安田 静苑 射水市近代詩 安田 瑠璃 高岡市近代詩

安吉 翠泉 富山市大　字 柳田 翠蘭 富山市近代詩

柳瀬 佳雲 富山市大　字 山口 紀翠 富山市漢字Ⅱ

山口 翠筧 氷見市近代詩 山越 瑞舟 富山市大　字

山田 瑞雅 射水市漢字Ⅱ 山田 鈴子 南砺市近代詩

山田 千秋 入善町近代詩 山田 美穂 富山市近代詩

山谷 翠渓 高岡市漢字Ⅰ 山谷 清耿 富山市漢字Ⅱ

山林 協子 上市町漢字Ⅱ佳作賞 山室 絵美 富山市大　字

山室 雅美 富山市大　字 山本 芙二子 高岡市前　衛

山本 李舟 富山市大　字 横井 香里 富山市近代詩

吉井 真佐子 南砺市近代詩 吉崎 清鶴 立山町大　字

吉崎 悠華 富山市大　字 吉田 十四子 高岡市前　衛

四下 昭月 富山市大　字 米田 元美 入善町近代詩

鷲 好子 朝日町近代詩 綿 貞子 射水市漢字Ⅱ

渡辺 翠扇 富山市大　字 渡部 祐理 富山市近代詩

4/5 ページ



富山県 （Ｕ23）

第65回毎日書道展都道府県別入選者一覧

淺田 直美 南砺市近代詩 天野 綾香 高岡市漢字ⅡU23奨励賞

五十井 玲衣 魚津市近代詩 井口 あかり 南砺市近代詩

川口 志穂 射水市漢字Ⅱ 北島 彩 南砺市前　衛

北島 暁 南砺市前　衛 齊藤 靖子 南砺市近代詩

佐藤 紅峰 富山市近代詩 土永 舞 南砺市近代詩

寺岡 里紗 富山市近代詩U23奨励賞 直江 重宏 富山市漢字Ⅱ

蜷川 理恵 滑川市近代詩 二宮 玲奈 富山市大　字

村本 裕起子 富山市漢字Ⅱ 元起 史賀 滑川市漢字Ⅱ

森寺 祐子 氷見市近代詩
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