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第65回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 瑞春 安曇野市漢字Ⅰ 青沼 岳道 松川村近代詩

浅野 柏鳳 佐久市刻　字 芦部 愛子 駒ヶ根市かなⅡ

阿部 華芳 中野市漢字Ⅰ 新井 真象 松本市漢字Ⅰ佳作賞

有賀 敏子 下諏訪町近代詩 安藤 麗扇 松本市漢字Ⅰ

飯島 松香 佐久市漢字Ⅱ 池田 せつよ 伊那市かなⅡ

磯尾 翔鶴 塩尻市漢字Ⅰ 市川 翠石 佐久穂町刻　字

一志 朱鳳 安曇野市近代詩 井坪 大喜 長野市漢字Ⅱ

井坪 大喜 長野市大　字秀作賞 伊藤 恵華 諏訪市近代詩

伊藤 畊香 諏訪市近代詩 伊藤 大龍 小諸市刻　字

伊藤 明秋 箕輪町大　字 稲村 翠流 松本市刻　字

井上 春嶺 伊那市刻　字 井上 星風 箕輪町漢字Ⅰ

岩原 桜信 飯田市漢字Ⅰ 岩原 玄水 安曇野市漢字Ⅰ

岩原 柳絮 安曇野市漢字Ⅰ 上坂 道風 松本市漢字Ⅰ

上田 煌翠 松本市漢字Ⅰ 植松 昌幸 富士見町近代詩

牛山 春翠 諏訪市近代詩 内津 観空 佐久市刻　字

宇留賀 樹雪 松本市漢字Ⅱ 大木 夫見 佐久市漢字Ⅱ

太田 直樹 長野市近代詩 大槻 明茁 伊那市大　字

大森 静桜 松本市漢字Ⅰ 小笠原 静華 塩尻市漢字Ⅰ

岡田 蕙雪 伊那市大　字 尾形 大山 駒ヶ根市大　字

岡村 永穂 松川町漢字Ⅰ 沖村 真弓 伊那市かなⅡ

奥原 悠斗 松本市近代詩秀作賞 小澤 壽扇 飯田市漢字Ⅰ

小澤 春麗 松本市漢字Ⅰ 織田 晴苑 松本市近代詩

織田 晴苑 松本市篆　刻 織田 明穂 飯田市漢字Ⅰ

小野 小鼓 茅野市近代詩 小野 千峰 安曇野市漢字Ⅰ

小野 弘美 松本市近代詩 小野沢 玄寿 佐久市刻　字

折井 彩恵 松本市漢字Ⅰ 河西 娟星 岡谷市近代詩

笠原 清子 岡谷市近代詩 春日 明藤 伊那市漢字Ⅰ

片寄 蒼穹 松本市漢字Ⅰ 勝山 美沙希 松本市近代詩

加藤 觴流 伊那市刻　字 加藤 明龍 箕輪町大　字

金宇 静舟 松本市漢字Ⅰ 上條 果泉 朝日村近代詩

柄澤 錦城 松本市漢字Ⅰ 苅和 琴泉 中野市漢字Ⅰ

川上 麗月 松本市漢字Ⅰ 神田 麗虹 松本市近代詩

北 星寿 小諸市刻　字 北 美芳 山形村近代詩

北澤 素香 長野市漢字Ⅰ 北原 倖星 諏訪市近代詩

桐原 煌堂 松本市漢字Ⅰ 久保田 玉耀 松本市漢字Ⅰ

久保村 南城 伊那市刻　字 熊谷 静蕙 松本市漢字Ⅰ

熊谷 尚美 松本市漢字Ⅰ 倉田 恵玉 安曇野市漢字Ⅰ

栗山 香雅 諏訪市近代詩佳作賞 胡桃 扶雪 安曇野市漢字Ⅱ

桑原 静馨 安曇野市漢字Ⅰ 小池 作山 佐久市漢字Ⅱ

小岩井 晃耀 松本市漢字Ⅰ 高坂 駒山 駒ヶ根市刻　字

神津 桂玉 佐久市刻　字 輿 光華 松本市漢字Ⅰ秀作賞

小林 寿堂 東御市刻　字 小林 祥彩 中野市漢字Ⅰ佳作賞

小林 青峰 箕輪町大　字佳作賞 小日向 天洞 東御市刻　字

小松原 翠泉 安曇野市漢字Ⅰ 小宮山 香碧 安曇野市漢字Ⅰ

小山 蒼海 松本市漢字Ⅰ 齋藤 梓仙 松本市刻　字

齋藤 蒼嶺 塩尻市漢字Ⅰ 斎藤 実 松本市大　字

坂本 慈香 富士見町近代詩 櫻井 涌泉 佐久市刻　字

佐々木 如水 安曇野市漢字Ⅰ 佐藤 恵子 白馬村かなⅡ佳作賞

佐藤 光星 佐久市刻　字 佐藤 玲茜 塩尻市漢字Ⅰ

塩川 康山 小諸市刻　字 塩野 充子 松本市近代詩

下川 幸都 諏訪市近代詩 下里 和彦 安曇野市刻　字

下平 雅子 駒ヶ根市かなⅡ 下村 翔舟 上田市漢字Ⅰ

白井 遊雲 松本市近代詩 関川 翔雲 高森町漢字Ⅰ
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曽根原 瑞華 松本市漢字Ⅰ 鷹野 蒼空 佐久市刻　字

高橋 節子 下諏訪町近代詩 竹内 蕗菜 安曇野市漢字Ⅰ

武田 志畊 諏訪市近代詩 田中 磐 大町市篆　刻

田村 清華 安曇野市漢字Ⅰ 田村 友紀恵 松本市かなⅠ

千葉 碧舟 伊那市漢字Ⅰ 千葉 鳳月 安曇野市漢字Ⅰ

土屋 香葉 中野市漢字Ⅰ 都々地尾 支虹 筑北村近代詩

都々地尾 支芳 筑北村漢字Ⅰ 坪田 鉄修 安曇野市刻　字

手塚 玉泉 安曇野市近代詩 手塚 玉鳳 塩尻市漢字Ⅰ

手塚 皓雲 安曇野市漢字Ⅰ 寺島 大璞 東御市刻　字

徳永 芳園 安曇野市近代詩 富岡 史棋 茅野市近代詩

中尾 洛仙 上田市刻　字 中澤 麗香 立科町漢字Ⅰ

中島 紅風 岡谷市漢字Ⅰ 中村 早希 伊那市かなⅡ

中村 鳥啼 富士見町近代詩 西澤 史峰 松本市漢字Ⅰ

西原 龍泉 高山村漢字Ⅰ 西山 恭子 諏訪市かなⅠ

西山 紅楓 中野市漢字Ⅰ 根橋 明香 辰野町大　字

野村 香潮 松本市漢字Ⅰ佳作賞 橋詰 仙堂 佐久市刻　字

馬場 仙岳 伊那市刻　字 馬場 明咲 伊那市大　字

馬場 邑泉 伊那市刻　字 林 祥舟 岡谷市漢字Ⅰ

原田 清香 原村近代詩秀作賞 原田 霜秀 佐久市刻　字

樋口 友峰 松本市漢字Ⅰ 日野 晴峯 岡谷市刻　字

平出 春陽 諏訪市近代詩 平倉 明楓 安曇野市大　字佳作賞

広沢 勝則 松川町漢字Ⅰ 福澤 幽渓 駒ヶ根市刻　字

藤牧 幹也 松本市漢字Ⅰ 二木 光子 松本市近代詩

降幡 峻嶺 松本市漢字Ⅰ 古畑 華苑 東御市刻　字

古厩 多三夫 塩尻市篆　刻 細井 律子 駒ヶ根市かなⅡ

松岡 良徳 安曇野市篆　刻 丸岡 靖鳳 安曇野市近代詩

丸山 起巳 松本市篆　刻 三沢 美智子 松本市近代詩

溝口 宏道 安曇野市漢字Ⅰ 三原 高秋 松本市漢字Ⅱ

宮坂 健 松本市刻　字 宮澤 穂風 岡谷市漢字Ⅰ

宮下 躑山 松本市漢字Ⅰ 宮下 龍峰 松本市漢字Ⅰ

宮島 美雪 安曇野市大　字 宮原 窓月 辰野町大　字

宮本 彩雪 松本市漢字Ⅰ佳作賞 村上 悠映 長野市漢字Ⅰ

村松 かおる 軽井沢町近代詩 森 一径 伊那市刻　字

森田 愛子 駒ヶ根市かなⅡ 矢島 玲香 松本市漢字Ⅰ

柳澤 支幹 筑北村漢字Ⅰ 柳澤 美影 松本市近代詩

山浦 華舟 東御市刻　字 山川 蓉芳 軽井沢町かなⅠ

山口 柏径 伊那市刻　字 山崎 史侊 中野市近代詩

山下 映月 飯田市刻　字 山田 朝野 塩尻市漢字Ⅰ

横井 黎翠 松本市漢字Ⅰ 吉岡 素月 佐久市刻　字

吉澤 登志子 伊那市かなⅡ 吉原 聖舟 上田市刻　字

依田 舟芳 小諸市刻　字 米山 ますみ 駒ヶ根市かなⅡ

若林 士脩 松本市漢字Ⅰ毎日賞 若林 士脩 松本市篆　刻
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神戸 彩華 安曇野市漢字Ⅰ 小西 加織 安曇野市漢字Ⅰ

中村 紅実 安曇野市漢字ⅠU23毎日賞 中村 紅実 安曇野市漢字Ⅱ

藤本 佳那 長野市近代詩U23毎日賞 降籏 友美 松本市近代詩
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