
大分県 （会友公募・公募）

第68回毎日書道展都道府県別入選者一覧

秋好 満寿美 日田市かなⅠ 麻生 美芳 大分市漢字Ⅰ

安達 千恵子 別府市近代詩 阿南 雅子 大分市漢字Ⅰ

阿南 真由美 大分市漢字Ⅱ 阿南 真由美 大分市近代詩

安部 明子 大分市近代詩 荒金 和佳子 別府市近代詩

荒金 和佳子 別府市漢字Ⅱ 有吉 春寿 大分市近代詩

池田 泰鼓 大分市近代詩 池永 敦子 大分市漢字Ⅱ

石井 真奈美 大分市漢字Ⅱ 伊東 晃山 大分市漢字Ⅱ

伊藤 里峰 大分市漢字Ⅱ 稲尾 由佳梨 大分市漢字Ⅱ

井上 喜美代 日田市かなⅡ秀作賞 猪原 美風 大分市漢字Ⅰ

今井 洋輔 大分市大　字 宇喜田 美由紀 大分市漢字Ⅱ

宇喜田 美由紀 大分市近代詩秀作賞 宇留島 律子 大分市漢字Ⅰ

永徳 秀華 大分市漢字Ⅰ 江藤 明 大分市漢字Ⅱ

衞藤 春花 大分市近代詩 榎園 美鴻 宇佐市近代詩

大川 恒美 別府市近代詩 大塩 珠美 別府市漢字Ⅱ

太田 明芳 大分市近代詩 大谷 節子 別府市近代詩

大塚 奈央子 別府市漢字Ⅱ 大塚 友希実 別府市近代詩

大町 史翠 別府市近代詩 岡 美里 大分市漢字Ⅰ佳作賞

岡 保江 別府市漢字Ⅰ 小川 結意 中津市近代詩

小倉 茜霞 大分市近代詩 落合 梢薫 日田市近代詩

乙津 智子 大分市近代詩 小野 貫道 九重町漢字Ⅱ

小野田 紋子 別府市近代詩 梶川 龍雲 佐伯市漢字Ⅱ

梶原 沙織 玖珠町近代詩佳作賞 葛城 沙弥 別府市近代詩

加藤 溪翠 九重町近代詩 金丸 三幸 大分市近代詩

河野 不知 大分市漢字Ⅰ 神崎 哲一 別府市近代詩

菊池 春蝶 大分市近代詩 木崎 巨人 大分市漢字Ⅱ

北田 智石 竹田市漢字Ⅰ 木本 須賀美 大分市漢字Ⅱ

草地 大盈 大分市漢字Ⅰ 工藤 豊泉 大分市近代詩

工藤 深雪 佐伯市近代詩 工藤 名峰 大分市近代詩

久保 美桜 別府市漢字Ⅱ 蔵本 百合子 日田市かなⅠ

久留嶋 春雅 大分市近代詩 河野 翆保 別府市漢字Ⅱ

後藤 啓子 大分市漢字Ⅰ 後藤 貴子 別府市漢字Ⅱ

小西 翠蓉 中津市近代詩 古屋 石泉 大分市近代詩

佐々木 美穂 大分市近代詩毎日賞 佐々木 百合子 大分市近代詩

佐藤 香代子 日田市かなⅡ 佐藤 秀華 大分市近代詩

佐藤 祥子 大分市近代詩 佐藤 敏子 大分市近代詩

佐藤 敏子 大分市漢字Ⅱ 佐藤 米珠 大分市漢字Ⅰ

佐藤 康英 別府市漢字Ⅱ 首藤 毬子 大分市漢字Ⅰ

須賀 紅月 大分市近代詩 妹尾 比呂美 大分市近代詩

袖澗 恵翠 中津市漢字Ⅰ 武石 栄華 日田市漢字Ⅰ

竹林 南香 大分市近代詩 竹本 松華 中津市近代詩佳作賞

田吹 梅枝 別府市漢字Ⅱ 田村 紀美代 日出町近代詩

土谷 真由美 別府市漢字Ⅱ 戸口 春静 別府市漢字Ⅱ

戸高 則子 大分市漢字Ⅰ 中島 千鶴 日田市漢字Ⅰ

長谷 華心 大分市漢字Ⅱ 中村 浩子 大分市近代詩

西村 畔水 佐伯市近代詩 丹生 淑子 大分市漢字Ⅰ

沼田 有美 別府市漢字Ⅱ 幡手 翠葉 宇佐市近代詩

羽立 祥翠 中津市近代詩 花箭 千春 大分市漢字Ⅱ

濱田 淑子 別府市近代詩 濱田 淑子 別府市漢字Ⅱ佳作賞

原田 雅扇 日出町篆　刻 原田 久子 日田市かなⅡ

樋口 海香 日出町漢字Ⅱ 日高 陽一 大分市近代詩

秀嶋 佳子 大分市漢字Ⅰ 秀嶋 佳子 大分市近代詩

日名子 理恵 大分市漢字Ⅰ 平尾 翠蓮 中津市近代詩

平川 好美 日田市かなⅡ 藤田 昭平 別府市漢字Ⅱ
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藤永 溪泉 中津市近代詩 堀添 悠空 別府市近代詩

前川 彩風 中津市近代詩 松井 瑛美 別府市漢字Ⅱ

松木 由美 大分市漢字Ⅰ 松原 早苗 佐伯市漢字Ⅱ

松山 悦子 中津市近代詩 馬見塚 忍 別府市近代詩

三浦 節子 大分市近代詩 峯 彩香 別府市近代詩

身深 俊子 宇佐市近代詩 宮里 淑子 別府市漢字Ⅱ

宮村 和良 大分市漢字Ⅱ 三好 香華 宇佐市近代詩

森 空齋 大分市近代詩 森 春澄 大分市近代詩

森崎 秀鈴 宇佐市近代詩 薬師寺 櫻霞 津久見市近代詩

薬師寺 杏霞 津久見市近代詩 薬師寺 玄眞 大分市漢字Ⅰ

谷口 久枝 佐伯市近代詩 矢羽田 楽童 日田市篆　刻

山崎 皐月 大分市漢字Ⅰ佳作賞 山下 桃佳 国東市近代詩

山下 桃佳 国東市漢字Ⅰ秀作賞 山本 洋子 別府市漢字Ⅱ

幸 光雲 大分市篆　刻佳作賞 吉武 美玲 中津市漢字Ⅱ

由見 麗華 豊後大野市漢字Ⅱ佳作賞 米原 裕子 大分市近代詩

若城 準 別府市漢字Ⅱ
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麻生 英加 別府市漢字Ⅰ 阿部 史歩 大分市近代詩

伊勢戸 麻由佳 由布市漢字Ⅱ 一ノ宮 光 別府市漢字Ⅰ

一ﾉ宮 光 別府市近代詩U23新鋭賞 岩崎 在紗 佐伯市漢字Ⅱ

宇薄 梨沙 別府市漢字Ⅱ 畝原 将夢 別府市近代詩

岡 祐希 別府市漢字Ⅱ 奥尾 将太 中津市近代詩

加来 千明 宇佐市近代詩 川辺 知恵莉 別府市近代詩

木下 夏希 日田市漢字Ⅱ 清原 舞 別府市漢字Ⅱ

後藤 花奈江 別府市漢字Ⅱ 後藤 健太 別府市近代詩

佐藤 真奈 由布市漢字Ⅰ 圖師 杏子 別府市漢字ⅡU23奨励賞

圖師 杏子 別府市漢字Ⅰ 隅田 花織 別府市漢字ⅠU23新鋭賞

高松 那緒 別府市漢字Ⅱ 為成 真帆 豊後高田市漢字Ⅱ

広瀬 晶 別府市漢字Ⅱ 松崎 円花 別府市近代詩

宮嵜 夏輝 別府市漢字Ⅱ 宮嵜 夏輝 別府市近代詩

村上 萌望 大分市漢字Ⅱ 山田 千陽 佐伯市漢字ⅠU23毎日賞

渡邉 理彩 大分市漢字Ⅱ
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