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第68回毎日書道展都道府県別入選者一覧

會田 葉舟 天童市漢字Ⅱ 秋葉 春男 山形市大　字

秋場 美虹 西川町漢字Ⅰ 浅見 香風 米沢市大　字

安達 岳峰 村山市漢字Ⅱ 安孫子 圭子 山形市漢字Ⅱ

阿部 菊子 大石田町近代詩 阿部 恵園 村山市近代詩

阿部 研石 寒河江市漢字Ⅰ 阿部 美江子 天童市大　字

阿部 嶺翠 山形市漢字Ⅰ 甘木 龍史 米沢市漢字Ⅰ

五十嵐 明紀子 鶴岡市近代詩 五十嵐 美津 酒田市近代詩

石井 青鳳 村山市漢字Ⅱ 石栗 真理子 米沢市大　字

石沢 長栄 山形市漢字Ⅰ佳作賞 石山 美逢 山形市漢字Ⅰ

板垣 玉潤 村山市漢字Ⅱ 伊藤 蘭雨 山形市漢字Ⅰ

今井 花泉 鶴岡市漢字Ⅰ 岩田 香葉 山形市漢字Ⅰ

内海 春子 山形市近代詩 梅津 奈菜子 川西町近代詩

漆山 永吉 鶴岡市近代詩 遠藤 絹子 東根市大　字

遠藤 渓陽 山形市漢字Ⅰ 遠藤 文華 米沢市漢字Ⅰ

遠藤 洋子 米沢市大　字 大竹 藤香 米沢市かなⅡ

奥山 秀山 山形市近代詩 奥山 浩樹 山形市漢字Ⅱ

小野 久子 米沢市近代詩 折原 珉石 三川町大　字

加地 美藍 米沢市漢字Ⅰ 柏倉 和弘 天童市漢字Ⅰ

金澤 求美 村山市漢字Ⅰ 神尾 恵子 東根市近代詩

菊池 峰月 米沢市漢字Ⅱ 菊地 礼子 米沢市大　字

工藤 京子 上山市近代詩 黒田 妙子 鶴岡市漢字Ⅱ

児玉 揺春 山形市漢字Ⅱ 児玉 揺春 山形市近代詩

後藤 渓星 東根市漢字Ⅱ 後藤 顕一 山辺町近代詩

小沼 溪秋 山形市漢字Ⅰ 近藤 文 山形市近代詩

斉藤 香里 東根市近代詩 斎藤 恵芳 山形市漢字Ⅱ

齋藤 紅月 山形市漢字Ⅰ 齋藤 蕉石 山形市漢字Ⅱ

斎藤 素月 米沢市大　字 齋藤 竹華 村山市漢字Ⅱ

斎藤 美智子 山形市漢字Ⅱ 齋藤 みほ子 米沢市近代詩

酒井 映水 米沢市大　字 櫻井 雅春 山形市漢字Ⅱ

櫻井 正剛 鶴岡市漢字Ⅱ 佐藤 渓琴 山形市漢字Ⅰ

佐藤 祥子 真室川町近代詩佳作賞 佐藤 準一 真室川町漢字Ⅱ

佐藤 信子 酒田市近代詩 佐藤 黎花 村山市漢字Ⅰ

佐藤 露芳 山辺町漢字Ⅱ 塩野 玉峰 天童市漢字Ⅰ

塩野 智子 天童市近代詩 斯波 美翠 山形市漢字Ⅰ

島崎 登志子 南陽市近代詩佳作賞 嶋貫 敬子 南陽市大　字

庄司 好子 山形市大　字 鈴木 絹江 山形市大　字

鈴木 京子 天童市近代詩 須藤 庸子 河北町近代詩

高桑 香苑 大石田町漢字Ⅱ 高野 シゲ子 米沢市近代詩

高橋 春翠 山形市漢字Ⅱ 高橋 春翠 山形市近代詩

高橋 範子 尾花沢市大　字 高橋 洋子 米沢市近代詩

高山 由美 酒田市近代詩佳作賞 瀧山 志香 山形市漢字Ⅰ

武田 愛子 米沢市大　字佳作賞 竹田 栄子 米沢市近代詩

竹田 皓月 米沢市漢字Ⅰ 武田 香蘭 山形市近代詩

武田 香蘭 山形市漢字Ⅱ 武田 里渓 東根市漢字Ⅱ

多々野 清香 上山市漢字Ⅰ 田中 青畦 新庄市漢字Ⅰ

玉虫 正照 米沢市大　字 丹野 渓花 山形市漢字Ⅰ

千田 万里子 米沢市大　字 土屋 渓春 天童市漢字Ⅱ秀作賞

友岡 紫音 山形市漢字Ⅰ佳作賞 長井 芳泉 南陽市近代詩

中野 千佳子 鶴岡市近代詩 新田 藍花 新庄市大　字

二野瓶 雅人 山形市大　字 萩生田 香雲 高畠町漢字Ⅱ

羽生 麗翠 米沢市漢字Ⅰ 原田 邦子 山形市近代詩

藤岡 彩香 山形市漢字Ⅰ 星野 京子 米沢市近代詩

細野 武司 山形市大　字 本間 佳舟 東根市漢字Ⅱ
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松田 由美 南陽市近代詩 宮澤 幸子 米沢市近代詩

村山 佳子 山形市近代詩 森谷 裕苑 山形市漢字Ⅱ

山川 玉陽 山形市漢字Ⅱ 山口 玉華 山形市漢字Ⅰ

山口 しづ子 東根市近代詩 山口 秀帆 山形市漢字Ⅰ

山下 聖園 村山市漢字Ⅱ 山田 春逕 鶴岡市漢字Ⅰ

山本 稔子 山形市近代詩 吉田 喜代 山形市大　字

米山 美代子 米沢市近代詩 渡邉 紫洲 山形市近代詩

渡辺 福子 米沢市大　字秀作賞
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大竹 佳蓮 山形市漢字Ⅰ 三浦 碧 東根市近代詩U23奨励賞

結城 嘉音 山形市漢字Ⅱ
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