
福井県 （会友公募・公募）

第65回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青柳 春花 坂井市漢字Ⅱ 天谷 芳竹 福井市漢字Ⅰ佳作賞

池田 洋子 小浜市漢字Ⅱ 石川 杏苑 福井市漢字Ⅰ

石黒 幸栄 坂井市前　衛毎日賞 板橋 浜崖 小浜市漢字Ⅰ

井筒 理栄子 坂井市前　衛 稲垣 楽水 敦賀市前　衛佳作賞

岩藤 万里恵 鯖江市前　衛 宇佐美 千春 勝山市前　衛

遠藤 栄子 敦賀市漢字Ⅱ 奥田 龍泉 越前市漢字Ⅱ

尾崎 和子 大野市前　衛 小谷 寛幸 鯖江市大　字

川端 勇大 福井市前　衛 川端 由紀子 福井市前　衛秀作賞

岸名 眞知子 あわら市前　衛 木戸 春琴 敦賀市漢字Ⅱ

葛野 富子 鯖江市前　衛 久保 春径 福井市漢字Ⅰ

窪田 信子 鯖江市前　衛 桑原 蒼春 福井市漢字Ⅰ

河野 秀風 鯖江市大　字 五島 友美 坂井市前　衛

小林 美智代 福井市前　衛 斉藤 早苗 坂井市前　衛

島田 靖治 福井市前　衛 志村 文浩 越前市前　衛佳作賞

新川 益美 敦賀市前　衛 杉下 華円 勝山市漢字Ⅱ

住田 紅苑 敦賀市前　衛 高島 霽龍 鯖江市漢字Ⅰ

高田 春風 福井市漢字Ⅱ 高橋 輝美 敦賀市漢字Ⅱ

高間 静恵 福井市前　衛 高宮 豊翠 あわら市漢字Ⅰ

竹内 華抄 勝山市漢字Ⅱ佳作賞 竹内 紅華 小浜市大　字

田中 暁月 越前市大　字秀作賞 田中 美智子 鯖江市前　衛

田辺 真寿実 坂井市前　衛佳作賞 田畑 多佳子 福井市前　衛佳作賞

玉村 廣子 越前市前　衛 近葉 紗苗 坂井市前　衛

塚崎 芳月 越前市大　字 椿山 信子 勝山市前　衛

坪田 幸子 福井市前　衛 富永 初恵 福井市前　衛

内藤 芳春 おおい町漢字Ⅰ 中出 爽風 越前町大　字

中村 暁華 鯖江市大　字佳作賞 中村 常山 越前市漢字Ⅱ

奈良 恭子 越前市漢字Ⅱ 西川 花梨 あわら市大　字

西村 玉草 福井市漢字Ⅰ 野村 澄石 敦賀市前　衛

能村 白鳳 越前市漢字Ⅱ 長谷川 祥子 大野市漢字Ⅱ佳作賞

畑岡 久子 福井市前　衛 林 逸子 坂井市前　衛

林 光泉 越前市大　字 林 幸子 福井市前　衛

東川 眞弓 勝山市前　衛 福田 径月 越前市漢字Ⅱ

藤井 幸子 福井市前　衛 藤栩 政子 福井市前　衛

藤倉 優希 坂井市前　衛 本多 加代子 福井市前　衛

盆出 哲洞 越前市大　字 前阪 悦子 福井市前　衛

前田 幸子 福井市前　衛 前田 初美 福井市漢字Ⅱ

前田 真秀 福井市漢字Ⅱ 松村 梨絵 福井市前　衛

三浦 規子 小浜市前　衛 水上 栄子 勝山市前　衛

三田村 茂美 越前市大　字 宮内 朱葉 敦賀市前　衛

宮越 香月 福井市漢字Ⅰ 宮塚 利江 勝山市前　衛

宮本 英里 越前市漢字Ⅱ 村上 友紀 福井市前　衛

樅山 華風 福井市漢字Ⅰ 森 鶉石 福井市かなⅡ

八木 香保里 あわら市前　衛 山口 奈津美 福井市前　衛

山口 裕泉 南越前町漢字Ⅱ 山下 蒼石 敦賀市前　衛

山下 涛舟 敦賀市前　衛 山下 恭代 あわら市前　衛

山田 香泉 敦賀市前　衛 山田 美鈴 福井市前　衛佳作賞

吉川 香法 坂井市漢字Ⅰ 吉田 耕雲 大野市漢字Ⅱ

吉田 翠紅 大野市漢字Ⅱ佳作賞
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福井県 （Ｕ23）

第65回毎日書道展都道府県別入選者一覧

中川 和也 福井市前　衛 林 伽奈栄 福井市前　衛

森永 吉穂 福井市前　衛U23奨励賞 渡辺 里奈 越前町漢字Ⅰ
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