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第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

相澤 孤翠 つくば市大　字 会澤 玲華 日立市漢字Ⅱ

相吉 厚研 つくば市かなⅠ 浅井 舊来 北茨城市近代詩

浅野 光生 石岡市刻　字秀作賞 綾部 京仙 古河市近代詩毎日賞

鮎川 稔 古河市大　字 荒木 理朋 坂東市刻　字

飯嶋 玲泉 行方市漢字Ⅰ 飯泉 洋子 常総市かなⅡ

飯野 俊香 つくば市漢字Ⅱ 飯野 俊香 つくば市漢字Ⅰ

池田 華珠 鹿嶋市漢字Ⅰ 池田 侑以 笠間市漢字Ⅰ

石塚 攻玉 つくばみらい市漢字Ⅱ 石橋 江美子 神栖市大　字

石森 めぐみ つくば市かなⅡ毎日賞 伊藤 恵子 鹿嶋市漢字Ⅱ

稲毛田 亮子 坂東市刻　字 猪尾 一葉 桜川市刻　字

岩川 淡紅 境町刻　字 内村 珠美 古河市近代詩

梅津 紫音 北茨城市漢字Ⅱ 江野 好恵 牛久市かなⅠ

榎戸 望 桜川市漢字Ⅰ 生沼 柳花 古河市刻　字

大内 眞萃 常陸太田市漢字Ⅰ 大久保 菊清 古河市刻　字

大越 香華 笠間市漢字Ⅰ 大菅 奈々世 つくば市かなⅠ

大菅 奈々世 つくば市かなⅡ 大塚 一郎 結城市刻　字

大塚 香艸 神栖市大　字 大森 裕子 桜川市漢字Ⅰ

緒方 秀洸 鹿嶋市漢字Ⅰ 小河原 範子 桜川市漢字Ⅰ

荻原 雅松 水戸市漢字Ⅱ佳作賞 奥 光真 守谷市漢字Ⅰ

落合 爽風 古河市刻　字 小野 淨徑 牛久市漢字Ⅰ

蔭山 春景 守谷市近代詩 片岡 美津代 常総市刻　字

神谷 透研 土浦市かなⅠ 唐沢 洋一 ひたちなか市刻　字

川口 悠慶 つくばみらい市かなⅡ 川崎 香桂 守谷市漢字Ⅱ

川邊 恵霞 利根町近代詩 上林 香琴 利根町近代詩

木口 紀子 桜川市漢字Ⅰ 木塚 桃苑 古河市刻　字

久保園 芳瑛 つくば市漢字Ⅰ 剣持 翔伍 つくば市前　衛

小島 草琳 古河市刻　字 小菅 桃里 守谷市漢字Ⅱ

小林 佳柊 日立市漢字Ⅱ 小松 永峰 古河市刻　字

小松崎 智子 笠間市漢字Ⅰ 小森 茂美 古河市かなⅠ

近藤 美石 つくばみらい市漢字Ⅱ 斉藤 虹雪 古河市刻　字

斎藤 春苑 古河市近代詩 榊原 芳泉 神栖市漢字Ⅱ

佐々木 栄華 日立市漢字Ⅱ 佐藤 祥聲 守谷市近代詩

佐藤 青嵐 日立市漢字Ⅰ 佐藤 青嵐 日立市漢字Ⅱ

佐藤 文香 日立市漢字Ⅰ 佐藤 麗蘭 土浦市漢字Ⅰ

繁野 翠雪 笠間市近代詩 島田 露澄 古河市刻　字

白澤 里奈 守谷市近代詩 杉浦 克子 ひたちなか市かなⅡ佳作賞

鈴木 幸枝 坂東市刻　字 鈴木 芳江 守谷市近代詩

鈴木 李果 日立市漢字Ⅰ 須藤 惺香 牛久市かなⅡ

関原 玉樹 鹿嶋市漢字Ⅱ 瀬戸山 千恵 牛久市刻　字

曽田 由美子 つくばみらい市かなⅠ 染谷 祥鶴 境町刻　字秀作賞

高島 茂 坂東市刻　字 高橋 香石 守谷市近代詩

高橋 昇仙 古河市刻　字 高橋 須葉 牛久市大　字

高橋 晴峯 境町刻　字 瀧澤 照美 つくば市漢字Ⅱ

竹内 美智子 常総市かなⅡ 竹内 美智子 常総市かなⅠ

竹田 誠 坂東市刻　字 竹野内 和雄 坂東市刻　字

竹原 香月 牛久市漢字Ⅱ 竹盛 章夕 つくば市かなⅠ

田中 笑山 坂東市刻　字 田畑 蒼林 古河市漢字Ⅰ

玉置 典代 守谷市漢字Ⅱ 千野 廣太郎 古河市刻　字

塚田 慎媛 古河市近代詩 坪根 柊茜 古河市刻　字

飛田 美聡 日立市漢字Ⅱ 冨岡 裕子 つくば市かなⅠ

ナインハム 翠研 つくば市かなⅡ 中川 雨邨 牛久市漢字Ⅰ

中川 隆子 坂東市刻　字 中川 木洞 坂東市刻　字

中野 治郎 筑西市刻　字 長濱 柊月 境町刻　字
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新谷 白游 古河市近代詩 西浦 春蘭 日立市漢字Ⅱ

西野 紫風 水戸市かなⅡ秀作賞 根岸 とみ子 常総市かなⅡ

野口 敬子 牛久市大　字 野口 祥華 古河市刻　字佳作賞

野本 啓幸 牛久市漢字Ⅱ 橋本 桜華 笠間市漢字Ⅰ

長谷川 理鶴 水戸市漢字Ⅱ 畑野 芳葉 鹿嶋市漢字Ⅰ

初見 香代子 坂東市刻　字 初見 拓 坂東市刻　字

羽冨 利夫 坂東市刻　字 張貝 松月 取手市かなⅡ

藤森 容子 坂東市刻　字 二塚 花雪 つくば市漢字Ⅰ

増田 宏美 鹿嶋市漢字Ⅱ 松島 白萩 取手市漢字Ⅰ

丸山 彩柳 神栖市大　字 三代 正子 取手市漢字Ⅱ

宮内 美樹 神栖市大　字 持田 詠香 龍ケ崎市近代詩佳作賞

毛綱 亨子 牛久市刻　字 本村 竹翠 つくばみらい市漢字Ⅰ

森 山翠 守谷市近代詩 森岡 美香 日立市前　衛秀作賞

森作 朗誠 行方市かなⅠ 山本 鳩里 取手市漢字Ⅱ

山本 彩華 笠間市漢字Ⅰ 湯原 弘扇 阿見町かなⅠ

横張 瑞泉 取手市漢字Ⅰ 吉田 慧風 日立市漢字Ⅰ

吉田 柊香 日立市漢字Ⅰ 吉羽 秋櫻 古河市刻　字

吉峯 有由 日立市漢字Ⅱ 若旅 敏江 古河市大　字

鷲尾 春玲 土浦市刻　字佳作賞 和知 裕善 つくば市刻　字
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青木 千紘 筑西市漢字Ⅰ 榎戸 愛 桜川市漢字Ⅰ

榎戸 円花 桜川市漢字Ⅰ 岡安 花穂 古河市漢字Ⅱ

関口 真由子 北茨城市漢字Ⅰ 登坂 百香 常総市近代詩U23奨励賞

曳地 拓人 日立市漢字Ⅱ 森 優香 守谷市近代詩U23奨励賞
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