
栃木県 （会友公募・公募）

第68回毎日書道展都道府県別入選者一覧

相田 蘆山 佐野市近代詩 浅川 游雪 宇都宮市漢字Ⅱ

浅野 優子 宇都宮市漢字Ⅱ 穴澤 杏苑 小山市近代詩佳作賞

阿部 春禽 栃木市漢字Ⅰ 荒川 蕙雪 栃木市漢字Ⅰ

荒田 翔鶴 那須塩原市漢字Ⅱ 飯島 保洞 小山市刻　字

飯塚 彩園 佐野市近代詩 五十嵐 正明 宇都宮市かなⅡ

池田 紀子 宇都宮市漢字Ⅰ 石田 光子 宇都宮市かなⅡ

板橋 緑華 小山市漢字Ⅰ 伊藤 香径 鹿沼市近代詩

伊藤 貴啓 鹿沼市篆　刻 井野 維子 宇都宮市大　字佳作賞

井野 維子 宇都宮市漢字Ⅱ 岩渕 響泉 宇都宮市漢字Ⅱ

上野 紅鴛 宇都宮市漢字Ⅱ 上山 順子 那須塩原市かなⅡ

薄井 玲祈 足利市漢字Ⅱ 梅澤 幽酔 真岡市近代詩

永塚 薫風 宇都宮市大　字 大川 翠巌 矢板市篆　刻

大関 絹恵 塩谷町大　字 大高 はつ恵 小山市かなⅠ

大竹 竒泉 佐野市漢字Ⅰ 大塚 浩泉 高根沢町かなⅡ佳作賞

大橋 白鷹 宇都宮市刻　字 大山 貴史 さくら市大　字

小河原 翔鶴 下野市大　字 尾崎 遥音 宇都宮市漢字Ⅱ佳作賞

落合 紅華 鹿沼市近代詩佳作賞 小野 美香 佐野市近代詩

片岡 青霞 宇都宮市漢字Ⅱ 片岡 青霞 宇都宮市大　字

片桐 和佳子 宇都宮市漢字Ⅱ 加藤 緋寳 芳賀町かなⅠ

金原 竹華 佐野市近代詩 金田 彩成 宇都宮市漢字Ⅱ

釜井 詔子 宇都宮市近代詩 川上 千抱 茂木町刻　字

川上 天峯 宇都宮市大　字 川島 緑静 栃木市漢字Ⅰ

河瀬 雄太郎 矢板市漢字Ⅱ 川田 慎如 佐野市かなⅠ

神藤 信子 宇都宮市近代詩 菊地 爽秀 鹿沼市近代詩

菊地 爽秀 鹿沼市漢字Ⅰ 北澤 朔林 宇都宮市近代詩

北澤 満 宇都宮市近代詩 北澤 満 宇都宮市漢字Ⅱ

木下 蓬洞 那須塩原市大　字 久保 美夏 足利市かなⅡ

倉田 安子 宇都宮市大　字 栗田 緑 小山市大　字

桑子 暉永 佐野市近代詩 見目 幸会 芳賀町大　字

合田 昌陽 小山市漢字Ⅰ 小林 浄 芳賀町漢字Ⅱ

小林 寅次郎 足利市刻　字佳作賞 齋藤 尋美 小山市漢字Ⅱ

齋藤 寳統 宇都宮市かなⅡ 五月女 祐子 宇都宮市漢字Ⅱ

坂倉 秀苑 野木町近代詩 坂下 歸真 小山市近代詩

佐藤 達也 鹿沼市大　字 佐藤 ツル 宇都宮市かなⅡ

佐藤 陽邨 足利市漢字Ⅰ 佐山 春翠 栃木市漢字Ⅰ

三條 心堂 宇都宮市漢字Ⅱ 塩島 さおり 佐野市かなⅠ

塩野 玄機 大田原市大　字 塩畑 良雅 宇都宮市漢字Ⅰ

茂田 洋子 小山市かなⅡ 嶋田 香紗 宇都宮市漢字Ⅰ

菅俣 青洋 芳賀町大　字 杉山 和宏 日光市刻　字

鈴木 初枝 宇都宮市漢字Ⅱ 鈴木 良子 宇都宮市近代詩

関 艸楽 那須烏山市刻　字 高橋 舟堂 栃木市漢字Ⅰ

高橋 紀子 さくら市大　字 高橋 明珠 佐野市近代詩

玉居子 浩美 塩谷町漢字Ⅱ 他力 仙華 大田原市大　字

知野 隆貞 日光市近代詩 辻 太朗 矢板市大　字

恒川 典濤 宇都宮市近代詩佳作賞 恒川 典濤 宇都宮市漢字Ⅰ

鶴淵 亜希 足利市前　衛 鶴見 秀俊 真岡市大　字

勅使川原 好枝 佐野市近代詩 寺内 有花 栃木市篆　刻秀作賞

寺崎 有美 鹿沼市かなⅠ 戸松 畊堂 那須烏山市刻　字

富田 奨 宇都宮市近代詩 豊田 有沙 宇都宮市漢字Ⅱ

中島 れい子 栃木市かなⅡ 長山 洋子 さくら市漢字Ⅱ佳作賞

夏井 曄俊 宇都宮市漢字Ⅰ 新里 秋子 佐野市近代詩

野中 林雨 高根沢町漢字Ⅱ 橋本 竹泉 宇都宮市漢字Ⅱ

橋本 寳昭 鹿沼市かなⅠ 花塚 香陽 さくら市漢字Ⅱ
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花塚 香陽 さくら市大　字 羽石 賢二 宇都宮市篆　刻

平澤 大廣 宇都宮市漢字Ⅰ 平山 紫香 那須塩原市漢字Ⅱ

広瀬 洋子 矢板市かなⅡ 福田 紗季 栃木市篆　刻

福田 寳桜 日光市近代詩 福冨 早紀 小山市大　字

保坂 登志 宇都宮市漢字Ⅱ 松田 芳美 那須町漢字Ⅱ

間庭 宗珪 大田原市大　字 水書 雨香 小山市近代詩

水谷 智華子 佐野市かなⅡ 皆川 慎慧 小山市かなⅠ

簑和田 翠泉 佐野市近代詩 宮坂 卯香 足利市漢字Ⅰ

宮崎 亮子 宇都宮市大　字 宗田 常江 足利市刻　字

柳澤 利佳子 真岡市大　字 山根 九皐 栃木市漢字Ⅰ

山畑 伶子 宇都宮市漢字Ⅱ 湯澤 幸子 宇都宮市近代詩

流 木 宇都宮市近代詩 六角 理秀 鹿沼市漢字Ⅰ

六角 理秀 鹿沼市近代詩 和田 芳華 高根沢町漢字Ⅰ

渡辺 綾子 小山市大　字毎日賞 渡辺 宗邦 壬生町篆　刻
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秋元 央嗣 さくら市大　字U23毎日賞 秋元 央嗣 さくら市漢字Ⅱ

荒川 航平 鹿沼市近代詩 飯田 明莉 栃木市漢字Ⅱ

石川 結稀 佐野市近代詩 内野 直弥 宇都宮市大　字

北上 綵凜 日光市近代詩 熊倉 瑞希 宇都宮市近代詩

齋藤 寳薫 宇都宮市かなⅠ 柴田 寳燦 日光市かなⅠ

柴田 寳燦 日光市近代詩 菅沼 寳好 鹿沼市かなⅠ

高橋 寳祐 鹿沼市かなⅠ 敦見 理沙 鹿沼市篆　刻

深谷 仁美 日光市かなⅠ 福田 寳奏 日光市かなⅠ

福田 万莉奈 宇都宮市かなⅠ 福冨 春花 小山市大　字U23新鋭賞

室井 大輔 宇都宮市近代詩 室井 大輔 宇都宮市漢字ⅡU23毎日賞

森戸 菜月 宇都宮市篆　刻 山下 航矢 宇都宮市篆　刻

山中 桜霞 小山市大　字
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