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第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

會田 葉舟 天童市漢字Ⅱ佳作賞 秋葉 春男 山形市大　字

秋場 美虹 西川町漢字Ⅰ 浅見 香風 米沢市大　字

安孫子 圭子 山形市漢字Ⅱ 阿部 嶺翠 山形市漢字Ⅰ

甘木 龍史 米沢市漢字Ⅰ 五十嵐 美鳳 酒田市近代詩

井苅 暁峰 大石田町漢字Ⅱ 石栗 真理子 米沢市大　字

石沢 長栄 山形市漢字Ⅰ 石山 美逢 山形市漢字Ⅰ

板垣 玉潤 村山市漢字Ⅱ 伊藤 蘭雨 山形市漢字Ⅰ

今井 花泉 鶴岡市漢字Ⅰ 岩田 香葉 山形市漢字Ⅰ

内海 春子 山形市近代詩 梅木 簡羊 庄内町漢字Ⅰ

漆山 永吉 鶴岡市近代詩 遠藤 渓陽 山形市漢字Ⅰ

大竹 佳蓮 山形市漢字Ⅱ 大森 翠梨 長井市漢字Ⅰ

奥山 秀山 山形市近代詩毎日賞 奥山 浩樹 山形市漢字Ⅱ

小野 久子 米沢市近代詩 加地 美藍 米沢市漢字Ⅰ

粕谷 節彩 天童市漢字Ⅱ 加藤 恵風 米沢市かなⅡ

神尾 恵子 東根市近代詩 菊地 綾香 山形市近代詩

菊地 礼子 米沢市大　字 工藤 京子 上山市近代詩

児玉 揺春 山形市近代詩 後藤 顕一 山辺町大　字

小林 理香 米沢市大　字 近藤 文 山形市近代詩

齊藤 伊知子 山形市大　字 斎藤 恵芳 山形市漢字Ⅱ

斉藤 香峰 山形市漢字Ⅱ 齋藤 蕉石 山形市漢字Ⅱ

齋藤 竹華 村山市漢字Ⅱ佳作賞 斎藤 美智子 山形市漢字Ⅱ

齋藤 みほ子 米沢市近代詩 酒井 映水 米沢市大　字

佐藤 渓琴 山形市漢字Ⅱ 佐藤 祥子 真室川町近代詩秀作賞

佐藤 心月 酒田市近代詩 佐藤 翆園 尾花沢市大　字

佐藤 みや子 南陽市近代詩 佐藤 幸恵 山形市漢字Ⅰ

佐藤 黎花 村山市漢字Ⅰ 山王堂 恵偉 米沢市大　字

塩野 玉峰 天童市漢字Ⅰ 塩野 智子 天童市近代詩

四釜 峯子 山形市大　字 柴崎 紅峰 尾花沢市漢字Ⅱ

柴田 百合 村山市刻　字 渋谷 睦子 山形市大　字

島崎 登志子 南陽市近代詩 庄司 尚子 高畠町大　字

庄司 好子 山形市大　字 鈴木 京子 天童市近代詩

鈴木 悠介 山形市近代詩 須藤 庸子 河北町大　字

高桑 香苑 大石田町漢字Ⅱ 高野 照子 米沢市近代詩

高橋 春翠 山形市漢字Ⅱ 高橋 洋子 米沢市近代詩秀作賞

高山 虹雪 酒田市近代詩佳作賞 武田 香蘭 山形市漢字Ⅱ

武田 里渓 東根市漢字Ⅱ 田所 暁風 山形市漢字Ⅱ

玉虫 正照 米沢市大　字 丹野 香風 山形市漢字Ⅰ

千田 万里子 米沢市大　字 土屋 渓春 天童市漢字Ⅱ

友岡 紫音 山形市近代詩 中川 俊子 米沢市大　字

中野 千佳子 鶴岡市近代詩 永峯 明美 米沢市大　字佳作賞

二野瓶 雅人 山形市大　字 原田 邦子 山形市大　字

藤岡 彩香 山形市漢字Ⅱ 星 礼子 米沢市大　字

星野 京子 米沢市近代詩 細野 武司 山形市大　字

本間 佳舟 東根市漢字Ⅱ 増田 成朗 川西町漢字Ⅰ

松坂 香雪 米沢市大　字 松橋 俊子 鶴岡市漢字Ⅱ

丸山 哲郎 米沢市近代詩 宮崎 和子 米沢市近代詩

宮田 亜里紗 寒河江市近代詩 深山 佳風 山形市近代詩

村山 佳子 山形市近代詩 森谷 美楓 山辺町漢字Ⅰ

森谷 裕苑 山形市漢字Ⅱ 森谷 裕苑 山形市近代詩

山川 玉陽 山形市漢字Ⅱ 山口 しづ子 東根市近代詩

山口 秀帆 山形市漢字Ⅰ 山本 稔子 山形市近代詩

吉田 喜代 山形市大　字 米山 美代子 米沢市近代詩

渡部 久美子 高畠町近代詩 渡邉 公輔 山形市近代詩
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渡邉 紫洲 山形市近代詩 渡部 遥香 山形市漢字Ⅰ
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秋山 桃香 米沢市近代詩 亀田 萌音 山形市漢字Ⅱ

増茂 和哉 米沢市漢字Ⅰ
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