
福岡県 （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 敬子 太宰府市かなⅠ 芥川 楊山 北九州市刻　字佳作賞

朝原 清子 福岡市漢字Ⅱ 池崎 浩美 北九州市かなⅠ

池田 松風 中間市漢字Ⅰ 諫山 繁 那珂川町篆　刻

石口 澄夫 水巻町篆　刻 石橋 華祥 北九州市漢字Ⅰ

石原 春光 北九州市近代詩 伊藤 冨貴子 みやま市かなⅠ

伊藤 美恵子 久留米市刻　字 稲永 桃舟 飯塚市かなⅠ

今村 美萌 北九州市近代詩 岩永 知佳子 福岡市大　字

上津原 踏月 大牟田市近代詩 宇野 春鳥 中間市刻　字

梅本 草心 北九州市刻　字 大賀 乃婦子 福岡市前　衛

大木 彩子 久留米市かなⅠ 大谷 千里 吉富町近代詩

大西 秀華 吉富町近代詩 岡 郁美 福岡市漢字Ⅱ

緒方 小帆 筑後市前　衛 岡村 恵華 直方市かなⅠ

越智 珠月 嘉麻市かなⅡ 越智 珠月 嘉麻市かなⅠ

鹿毛 純光 朝倉市近代詩 笠井 由美子 福岡市篆　刻

鹿野 博子 福岡市かなⅠ 川畑 観人 北九州市近代詩佳作賞

川畑 虚空 福岡市篆　刻 城戸 寛山 福岡市漢字Ⅰ

城戸 紅玉 久山町大　字 木村 瑞代 北九州市大　字

草場 丘遙 福岡市前　衛 久保 華峰 福岡市前　衛

久保崎 陽子 福岡市かなⅡ秀作賞 隈本 峰子 福岡市かなⅠ

久米 瑶堂 北九州市漢字Ⅰ 黒木 裕加里 福岡市篆　刻佳作賞

郷路 祥翠 春日市かなⅡ 兒島 万里子 福岡市大　字

児玉 風玉 田川市大　字 小西 一丘 行橋市近代詩

小柳 節香 福岡市漢字Ⅰ 才木 桂華 北九州市漢字Ⅱ

斉藤 純雪 太宰府市近代詩 酒井 如雲 行橋市近代詩

櫻井 松龍 北九州市漢字Ⅰ 佐々木 律彰 北九州市近代詩

重田 峯虹 福岡市漢字Ⅰ 城 幸代 福岡市近代詩

末松 早苗 北九州市かなⅠ 鈴元 博貫 苅田町近代詩

角 幸子 福岡市漢字Ⅱ 添田 大顕 福岡市漢字Ⅱ秀作賞

高鍋 康子 広川町前　衛 高野 揚子 北九州市大　字

高松 恵抄 広川町前　衛 竹本 航 行橋市近代詩佳作賞

立野 青穹 大牟田市大　字 田中 桜丘 福岡市前　衛

田中 岳舟 筑紫野市大　字 冨永 真理子 大牟田市かなⅡ

冨安 斗 大木町かなⅠ 中川 彩 福岡市篆　刻

中川 千里 八女市かなⅠ 長末 華翠 福岡市近代詩

中野 清泉 北九州市近代詩 長野 雅邑 みやこ町近代詩

永野 邑陽 みやこ町刻　字 中村 美翠 八女市近代詩

中山 海徳 太宰府市大　字 野中 静波 豊前市近代詩

萩尾 和子 小竹町かなⅠ 長谷川 美智子 宗像市漢字Ⅱ

花房 香琴 福岡市漢字Ⅱ 林 雨杏 北九州市刻　字

林 碧水 直方市近代詩 原 彩玉 田川市大　字

原口 梅香 久留米市近代詩 東村 剛樹 福岡市大　字

平田 春蓉 北九州市近代詩 福澤 玉浦 福岡市漢字Ⅱ

藤井 一葉 北九州市刻　字 古田 淳子 宮若市かなⅡ

堀川 堯子 北九州市大　字 堀下 美鈴 春日市かなⅡ

増田 晴丘 福岡市前　衛 松尾 紅苑 水巻町近代詩

松永 陶峯 粕屋町漢字Ⅱ 松永 裕梨 福岡市大　字

三串 鳳仙 北九州市漢字Ⅰ 溝田 翔雲 大川市大　字

満江 寿琴 福岡市近代詩 湊 玲子 小郡市かなⅠ

南屋 赫洞 北九州市刻　字 三宅 廣子 北九州市刻　字

宮崎 美風 北九州市大　字佳作賞 宮崎 文子 北九州市刻　字

宮原 美加 福岡市漢字Ⅱ 宮原 美加 福岡市近代詩

向井 紫雲 中間市漢字Ⅰ 牟田 采 北九州市近代詩

村上 雲影 中間市漢字Ⅰ 村上 雲影 中間市かなⅡ
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本松 敬舟 嘉麻市かなⅡ 森永 秀穂 小郡市大　字

諸富 如水 筑紫野市漢字Ⅰ 八木 南川 北九州市漢字Ⅰ

安岡 正彦 北九州市刻　字 安田 悦子 北九州市かなⅠ

安仲 夕蝉 北九州市近代詩 山鹿 松泉 北九州市漢字Ⅰ

山口 明美 太宰府市漢字Ⅱ 山下 葦舟 飯塚市かなⅠ

山本 愛扇 福岡市漢字Ⅱ 山本 美由紀 太宰府市かなⅠ

湯浅 法子 行橋市大　字 吉永 穂州 行橋市大　字

吉松 瑤月 春日市前　衛 吉村 春香 福岡市篆　刻

2/3 ページ



福岡県 （Ｕ23）

第69回毎日書道展都道府県別入選者一覧

江口 真梨子 北九州市近代詩 北川 明佳 福岡市漢字ⅡU23奨励賞

城戸 智美 春日市篆　刻 黒木 万莉 福岡市篆　刻

小森 万里奈 北九州市近代詩 関屋 美穂 宗像市漢字Ⅱ

高野 瑞貴 福岡市篆　刻 野田 結香 宗像市篆　刻

宮脇 あんず 福岡市篆　刻
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