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第68回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青谷 紫虹 大津市かなⅡ 青山 桂葉 野洲市近代詩

安藤 好風 日野町漢字Ⅱ 飯田 湘山 大津市漢字Ⅱ

井岡 正宣 大津市漢字Ⅱ 生田 薫風 大津市漢字Ⅱ

池村 照代 甲賀市漢字Ⅱ 市岡 好美 竜王町漢字Ⅱ

伊藤 錦泉 長浜市漢字Ⅱ 稲田 朱美 大津市漢字Ⅱ

伊室 智香 甲賀市漢字Ⅱ 宇野 清江 栗東市漢字Ⅱ

江口 幸子 草津市漢字Ⅱ 大岩 清舟 守山市漢字Ⅱ

大久保 翠華 大津市漢字Ⅱ 太田 鮎美 甲賀市漢字Ⅱ

大西 耕雪 大津市漢字Ⅰ 大根田 隆子 栗東市漢字Ⅱ

大野 秀子 甲賀市漢字Ⅱ 大浜 輝彩 大津市漢字Ⅰ

大林 溪心 大津市近代詩 岡 珠枝 草津市漢字Ⅱ

岡田 清香 甲賀市漢字Ⅱ 奥津 恵子 草津市漢字Ⅱ

奥野 悠紀 近江八幡市かなⅡ 奥野 悠子 近江八幡市漢字Ⅱ

奥村 恭代 野洲市漢字Ⅱ 音羽 憲子 日野町漢字Ⅱ

小畑 栄子 草津市漢字Ⅱ 片岡 和美 甲賀市漢字Ⅱ

加藤 宏美 湖南市漢字Ⅱ 川那邊 清美 栗東市漢字Ⅱ

川西 大山 大津市漢字Ⅱ 川西 大山 大津市大　字

岸本 秀玉 大津市漢字Ⅱ 北中 寿栄 守山市漢字Ⅱ

木下 千璋 大津市漢字Ⅱ 木下 里華 草津市漢字Ⅱ佳作賞

黄瀬 八幸 甲賀市漢字Ⅱ 栗田 順風 大津市漢字Ⅱ

桑島 祥葉 甲賀市近代詩 桑原 美麗 大津市漢字Ⅱ

小出 康子 大津市漢字Ⅱ 古迫 司水 大津市漢字Ⅱ

小谷 周治 近江八幡市漢字Ⅰ 小西 芳苑 近江八幡市漢字Ⅱ

小林 翠苑 長浜市漢字Ⅱ 齋藤 美帆 米原市漢字Ⅰ

崎山 栄子 竜王町漢字Ⅱ 佐々木 弥月 大津市大　字

三四 優 大津市漢字Ⅱ 篠田 敏枝 米原市漢字Ⅱ

島田 千佳 甲賀市漢字Ⅱ 新庄 明美 東近江市漢字Ⅱ

杉原 綾峯 草津市漢字Ⅱ佳作賞 鈴木 幸子 近江八幡市漢字Ⅱ

炭之原 柳美 草津市漢字Ⅱ 惣馬 翠月 草津市近代詩

園田 香里 東近江市漢字Ⅱ 園部 登志子 湖南市漢字Ⅱ

園村 栄華 大津市漢字Ⅱ 高井 明美 栗東市漢字Ⅱ

高井 敦史 日野町漢字Ⅱ 高木 美幸 大津市漢字Ⅱ

高見 五星 大津市漢字Ⅱ 竹島 志京 大津市漢字Ⅱ

立崎 泰子 大津市漢字Ⅱ 田中 希京 彦根市漢字Ⅱ

田中 喜代 東近江市漢字Ⅱ 田中 南泉 米原市漢字Ⅱ

田邊 鳳春 彦根市漢字Ⅱ 谷 左代 湖南市漢字Ⅱ

千野 清香 大津市漢字Ⅱ 地原 咲美 守山市漢字Ⅱ佳作賞

辻 彩香 長浜市近代詩 寺田 栄泉 野洲市漢字Ⅱ

當麻 青華 大津市漢字Ⅰ 直江 梨華 大津市漢字Ⅱ

中西 芳雲 大津市漢字Ⅰ 中西 亮子 大津市漢字Ⅱ

中村 明美 栗東市漢字Ⅱ 中村 作雄 栗東市刻　字

成瀬 典世 栗東市漢字Ⅱ 西川 春琴 長浜市漢字Ⅱ

西川 麗華 長浜市漢字Ⅱ秀作賞 西川 芦雪 長浜市漢字Ⅱ

西川 芦雪 長浜市漢字Ⅰ 西田 幸子 栗東市漢字Ⅱ

西谷 萌華 甲賀市漢字Ⅱ 西原 正子 湖南市漢字Ⅱ

西本 聖子 大津市漢字Ⅱ秀作賞 野瀬 晴風 大津市漢字Ⅱ

長谷川 壽仙 草津市漢字Ⅱ 林 京子 甲賀市漢字Ⅱ

廣岡 満子 草津市漢字Ⅱ 福島 喜美恵 近江八幡市漢字Ⅱ

藤川 紫乃 大津市漢字Ⅰ 船川 淳風 日野町漢字Ⅱ

古名 正代 東近江市漢字Ⅱ 保木 美知 高島市漢字Ⅱ秀作賞

堀井 和子 近江八幡市漢字Ⅱ 堀内 千代美 甲賀市漢字Ⅱ

堀野 妙舞 大津市漢字Ⅱ 前田 紫秋 大津市漢字Ⅱ

松田 春涛 大津市漢字Ⅱ 松林 葵紅 草津市漢字Ⅱ
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松本 操園 大津市漢字Ⅱ 馬船 直美 草津市漢字Ⅱ

宮川 山翠 長浜市漢字Ⅱ 宮島 恵子 湖南市漢字Ⅱ

宮西 年子 湖南市漢字Ⅱ 三山 子凉 米原市漢字Ⅰ

棟方 佐織 高島市漢字Ⅱ 森本 美柳 大津市漢字Ⅰ

八百谷 千代子 栗東市漢字Ⅱ 矢野 夛津子 草津市漢字Ⅱ

矢野 由純 大津市漢字Ⅰ 山口 紫径 大津市かなⅠ

山田 竹峰 栗東市漢字Ⅱ 山本 堅山 湖南市漢字Ⅱ

山本 紫陽 大津市漢字Ⅱ 山本 律子 大津市漢字Ⅱ

吉川 温子 甲賀市漢字Ⅱ 吉田 蒼風 大津市漢字Ⅱ

吉村 理江 近江八幡市漢字Ⅱ佳作賞 六反田 清華 栗東市漢字Ⅰ
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廣瀬 茜 大津市漢字Ⅱ
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