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第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

秋谷 聖香 福島市近代詩 阿部 五郎 相馬市刻　字

安倍 碧翠 郡山市漢字Ⅰ 有馬 悠山 郡山市漢字Ⅰ

五十嵐 佐和 国見町刻　字 石川 芳草 伊達市近代詩

糸井 秀堂 郡山市漢字Ⅰ 伊藤 潤舟 郡山市漢字Ⅰ

伊東 翠泉 郡山市漢字Ⅰ 伊東 緑藍 郡山市漢字Ⅰ

伊東 黎山 郡山市漢字Ⅱ 猪俣 聡子 喜多方市漢字Ⅰ

今泉 翠華 郡山市漢字Ⅰ 今村 香紗 伊達市漢字Ⅰ

上田 彩也 会津若松市近代詩 植田 豊秋 須賀川市漢字Ⅰ

牛渡 幸雅 郡山市漢字Ⅰ 遠藤 暁芳 郡山市漢字Ⅱ

遠藤 溪祥 郡山市漢字Ⅰ 遠藤 翠苑 郡山市漢字Ⅰ

遠藤 成恵 郡山市漢字Ⅰ 遠藤 美鳳 喜多方市漢字Ⅰ

遠藤 友雅 平田村漢字Ⅰ 遠藤 淑恵 郡山市漢字Ⅱ

大内 智子 郡山市漢字Ⅰ 大鐘 心醉 郡山市漢字Ⅱ

大河原 潮香 郡山市漢字Ⅱ 大河内 華舟 福島市漢字Ⅰ

大塚 青蝶 矢吹町近代詩 大槻 好正 郡山市漢字Ⅱ

大槻 心扇 郡山市漢字Ⅰ 大野 麗月 福島市近代詩

大堀 有心 郡山市漢字Ⅰ 大峰 千枝 福島市かなⅡ

岡崎 湖舟 福島市漢字Ⅰ 尾形 真雅 郡山市漢字Ⅰ

尾形 翠柳 福島市漢字Ⅱ 岡部 藤花 泉崎村刻　字

影山 祥風 須賀川市漢字Ⅱ 笠原 文男 福島市篆　刻

梶田 蘭恵 福島市近代詩佳作賞 春日 溪光 郡山市漢字Ⅰ佳作賞

片平 藍月 伊達市漢字Ⅰ秀作賞 加藤 妍舟 須賀川市漢字Ⅱ

金子 春水 福島市近代詩 鎌田 絹子 白河市近代詩

河村 綵舟 郡山市漢字Ⅱ佳作賞 川元 玄海 郡山市漢字Ⅱ

菅野 桜波 郡山市漢字Ⅰ 菅野 源三 伊達市近代詩

菅野 豊琳 須賀川市漢字Ⅰ 菅野 蓮雨 福島市漢字Ⅰ

菊池 花舟 福島市近代詩 北原 佳玉 福島市漢字Ⅰ

木野 仙堂 会津若松市大　字毎日賞 木村 真舟 本宮市漢字Ⅰ

久家 司暄 会津美里町かなⅠ 黒澤 明蓮 福島市漢字Ⅰ

郡司 蒼汀 福島市刻　字佳作賞 児島 貴艶 いわき市近代詩

小菅 紅雪 郡山市近代詩 児玉 彩鳳 福島市漢字Ⅰ佳作賞

後藤 玄風 須賀川市漢字Ⅰ 小林 光苑 二本松市近代詩

小林 清水 須賀川市漢字Ⅰ 小林 素月 泉崎村近代詩

古張 彩佳 郡山市漢字Ⅱ 小松 恂舟 郡山市漢字Ⅱ

近藤 恵泉 郡山市漢字Ⅰ 斉藤 栄一 郡山市漢字Ⅱ

齋藤 愁華 会津若松市漢字Ⅰ 齋藤 貴子 会津若松市刻　字

坂路 犀香 須賀川市近代詩 坂田 心竿 南会津町刻　字

佐川 和風 古殿町近代詩 佐久間 香峰 田村市漢字Ⅰ

佐久間 碧舟 福島市漢字Ⅰ佳作賞 佐久間 麗泉 矢吹町かなⅡ

桜井 華月 郡山市漢字Ⅰ 佐竹 延明 会津美里町刻　字佳作賞

佐藤 一白 福島市刻　字 佐藤 雅恵 会津若松市漢字Ⅰ

佐藤 雅佳 郡山市漢字Ⅰ 佐藤 啓水 須賀川市漢字Ⅰ

佐藤 娟秀 会津若松市漢字Ⅱ 佐藤 智子 会津若松市刻　字

佐藤 信子 二本松市近代詩 佐藤 碧瑶 郡山市漢字Ⅱ

佐藤 光義 西会津町刻　字 宍戸 千華 郡山市漢字Ⅱ

白井 風恋 郡山市漢字Ⅱ 白石 紅蘭 伊達市近代詩秀作賞

鈴木 勤子 二本松市近代詩 鈴木 溪花 三春町漢字Ⅰ

鈴木 聖花 本宮市漢字Ⅰ 須藤 雪蓮 福島市近代詩

関根 娟愁 須賀川市漢字Ⅰ 関根 秋影 福島市近代詩

高田 玄城 郡山市漢字Ⅱ 高田 美紀 郡山市刻　字佳作賞

高樋 蕉伯 郡山市漢字Ⅱ 竹田 青雨 福島市漢字Ⅰ

武田 悠華 郡山市漢字Ⅰ 竹花 香南 郡山市漢字Ⅱ

田中 芳秋 福島市かなⅡ 丹 美枝 いわき市近代詩
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東條 祇詔 郡山市漢字Ⅰ 冨塚 孝龍 郡山市漢字Ⅰ

長尾 葉舟 国見町近代詩 中丸 蕭葉 金山町漢字Ⅰ

中村 蔦月 桑折町近代詩 中村 芳舟 郡山市漢字Ⅰ

成田 桃園 会津若松市大　字 根本 吉醉 須賀川市漢字Ⅰ

根本 望光 郡山市近代詩 萩原 孝 喜多方市刻　字

橋本 杏華 郡山市漢字Ⅰ 橋本 久美 郡山市漢字Ⅱ

橋本 秀子 郡山市漢字Ⅱ 長谷川 千峰 会津若松市かなⅡ

馬場 紅鳳 会津若松市漢字Ⅰ 馬場 春溪 郡山市漢字Ⅰ

浜尾 海道 郡山市漢字Ⅰ 浜津 竹遊 いわき市漢字Ⅰ

原 美奈子 二本松市近代詩佳作賞 檜野 喜子 福島市かなⅠ

深倉 光雪 福島市近代詩 藤川 溪泉 福島市かなⅡ

藤田 桂雪 いわき市大　字 藤田 玄峰 須賀川市漢字Ⅱ

藤橋 黎峯 郡山市漢字Ⅰ 船木 弘紅 田村市漢字Ⅰ

船木 彩水 会津若松市大　字 古川 錦舟 福島市近代詩

古田 藍彩 須賀川市漢字Ⅰ 星 香月 南会津町刻　字

星 翠恵 会津若松市漢字Ⅰ 星 麻里 南相馬市近代詩

細野 藍水 福島市漢字Ⅱ 本田 華映 郡山市漢字Ⅰ

本田 紫舟 福島市刻　字 増子 沙綾 須賀川市漢字Ⅱ

武藤 柴水 会津若松市漢字Ⅱ 宗形 彩華 郡山市漢字Ⅱ

宗像 秀香 福島市漢字Ⅰ 武良 祥雲 郡山市刻　字

村田 秀翠 福島市漢字Ⅰ 柳沼 霄藍 須賀川市漢字Ⅰ

柳沼 龍城 郡山市漢字Ⅱ 箭内 楓藍 須賀川市漢字Ⅰ

栁田 雪溪 郡山市漢字Ⅰ 梁取 洋子 南会津町刻　字

矢吹 笙韻 本宮市漢字Ⅰ 矢部 香苑 喜多方市かなⅡ

矢部 豊華 須賀川市漢字Ⅰ 山内 淳美 会津若松市漢字Ⅰ

山内 麗翠 会津若松市漢字Ⅰ 八巻 春洋 郡山市漢字Ⅱ

八巻 照花 伊達市近代詩 山口 貴扇 福島市近代詩

湯浅 幸平 会津坂下町刻　字 湯田 永清 南会津町漢字Ⅰ

吉田 峰雲 会津若松市漢字Ⅰ 力丸 綾華 福島市漢字Ⅰ

力丸 圭苑 郡山市漢字Ⅰ 力丸 啓舟 郡山市漢字Ⅰ

我妻 恵華 福島市篆　刻 渡部 幹醉 郡山市漢字Ⅰ

渡部 喜翠 南会津町刻　字 渡部 玉蘭 下郷町大　字

渡部 舟浮 喜多方市大　字 渡辺 春苑 本宮市漢字Ⅰ

渡辺 春柳 郡山市漢字Ⅰ 渡部 春麗 会津若松市大　字

渡辺 清秋 郡山市漢字Ⅰ 渡辺 疎雨 伊達市近代詩

渡辺 磐峰 福島市漢字Ⅱ 渡部 洋香 郡山市漢字Ⅰ

渡部 洋舟 猪苗代町大　字 渡辺 曄泉 郡山市漢字Ⅰ

渡辺 藍筍 須賀川市漢字Ⅰ佳作賞 渡辺 嶺豊 郡山市漢字Ⅱ
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猪狩 翔龍 郡山市漢字Ⅰ 猪狩 蒼韻 郡山市漢字ⅠU23奨励賞

猪狩 游心 郡山市漢字Ⅰ 石田 光 郡山市漢字Ⅰ

遠藤 涼音 本宮市漢字Ⅰ 鈴木 康源 福島市漢字Ⅰ

関 凪沙 本宮市漢字ⅠU23奨励賞 松本 夏波 郡山市漢字Ⅰ

松本 龍聖 郡山市漢字Ⅰ 山田 彩乃 郡山市漢字Ⅰ

山田 美咲 郡山市漢字Ⅰ 渡邉 昂舟 郡山市漢字Ⅱ
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