
京都府 （会友公募・公募）

第69回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 由美子 宇治市刻　字 阿部 桃苑 城陽市漢字Ⅱ

荒井 慶子 京都市近代詩 荒井 慶子 京都市漢字Ⅰ

荒木 翠溪 京都市近代詩 伊賀 好美 京都市漢字Ⅱ

石田 陽子 京都市近代詩 伊藤 光博 京都市漢字Ⅰ

井上 東峰 京田辺市近代詩 井上 白穂 京都市近代詩

岩口 知加 京都市近代詩 岩本 遊子 京都市漢字Ⅱ

碓井 真理 京都市漢字Ⅱ 内海 聖雲 舞鶴市近代詩

梅田 佳邨 京都市漢字Ⅰ 浦井 白楊 宇治市近代詩

太田 雅扇 長岡京市漢字Ⅱ 大高 育子 京都市漢字Ⅰ

大原 陽子 向日市かなⅠ 大前 安生 京都市近代詩

大森 ひとみ 京都市刻　字 岡本 青芳 京都市近代詩

奥田 玄輝 京都市近代詩毎日賞 奥村 皎篁 京都市漢字Ⅱ

小田 畦風 長岡京市漢字Ⅱ 加藤 喜美子 舞鶴市近代詩

河地 八重 舞鶴市近代詩 桑野 香風 京都市大　字

桑野 香風 京都市漢字Ⅰ佳作賞 小亀 明香 京都市漢字Ⅱ

後藤 紅華 精華町刻　字 近藤 恵雲 大山崎町漢字Ⅱ

近藤 眞由美 京都市漢字Ⅱ 齋藤 珠光 亀岡市近代詩

坂田 彩玉 京丹後市漢字Ⅰ 坂根 悦蘭 舞鶴市近代詩

坂本 紅香 京田辺市近代詩 柴田 恵美 亀岡市漢字Ⅱ

清水 藤香 城陽市近代詩 城野 艸華 木津川市刻　字

白井 佐和子 京都市漢字Ⅱ 真 兜峰 木津川市かなⅡ

新野 清登 京田辺市大　字 瀬瀧 來織 京都市近代詩

高井 翠柳 宇治市近代詩 武内 昇月 京都市かなⅠ

竹内 穂波 京都市漢字Ⅱ 武田 智扇 京都市近代詩

立林 三朗 宇治市刻　字 田仲 凌霽 八幡市近代詩

田原 聡美 木津川市刻　字 對馬 紫峻 京都市かなⅡ

辻本 流泉 城陽市漢字Ⅱ 友國 光雪 大山崎町漢字Ⅱ

永井 富美子 宇治市漢字Ⅱ 中川 抱月 京都市かなⅠ

中村 青松 京都市漢字Ⅰ 成宮 薫堂 京都市漢字Ⅱ

西川 卓義 京都市近代詩 西木 紫泉 大山崎町漢字Ⅱ

西田 雅芳 京都市近代詩 沼澤 喜美子 京都市近代詩

野村 松影 京丹後市漢字Ⅰ 橋田 菱香 宇治市刻　字

橋本 安希子 京都市前　衛秀作賞 浜田 彩雲 京丹後市漢字Ⅰ

早川 利明 宇治市刻　字 林 華風 長岡京市漢字Ⅱ

原田 奈緒美 京都市近代詩 原田 奈緒美 京都市漢字Ⅱ佳作賞

平井 英子 京都市近代詩 平井 悠谷 宇治市近代詩

平尾 慧雲 舞鶴市近代詩 藤木 眞理子 京都市漢字Ⅱ

藤澤 千理 宇治市刻　字 前 悦子 京田辺市篆　刻

牧 京篁 亀岡市刻　字 正部 周山 精華町篆　刻

増田 明澄 京都市近代詩 松尾 朱涼 京都市漢字Ⅰ

松波 史子 八幡市近代詩 松本 春圃 向日市近代詩

松本 小圓 京田辺市大　字 宮崎 裕衛 京都市漢字Ⅱ

向山 翠玲 京都市漢字Ⅰ 村上 緑風 綾部市近代詩

森下 嵐翠 宇治市漢字Ⅰ 八木 政治 亀岡市漢字Ⅱ

山下 桂華 京都市近代詩 山田 京代 宇治市刻　字

山中 紅象 京田辺市近代詩 山根 青坡 京都市漢字Ⅱ

山本 京子 京都市近代詩 山本 康山 京都市刻　字

山本 仁美 京都市漢字Ⅰ 横手 皎華 城陽市漢字Ⅰ

吉崎 彩峰 舞鶴市近代詩 吉田 桂祥 京都市漢字Ⅱ

吉益 花晨 向日市漢字Ⅱ 嵐 榴帑 京都市漢字Ⅱ

和田 桃香 長岡京市漢字Ⅱ
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京都府 （Ｕ23）

第69回毎日書道展都道府県別入選者一覧

宇野 成隆 京都市近代詩 田中 瞳子 京丹後市漢字Ⅰ

豊岡 遼大 京都市漢字Ⅱ 中尾 航 京都市漢字Ⅰ

中村 玲麗 向日市近代詩 原 侑也 京丹後市漢字Ⅰ

山崎 菜々実 向日市大　字 山崎 菜々実 向日市漢字ⅡU23奨励賞
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