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第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青井 佐和子 富山市大　字 青木 淳子 高岡市漢字Ⅱ

秋吉 多鶴 富山市漢字Ⅱ 阿古 裕子 射水市前　衛

淺田 青霄 南砺市近代詩 浅野 恵理 南砺市近代詩

浅野 恵理 南砺市漢字Ⅱ佳作賞 跡治 宗和 富山市篆　刻

阿部 五月 富山市漢字Ⅱ 荒井 美虹 滑川市漢字Ⅱ

有澤 映泉 富山市近代詩佳作賞 在田 浩美 朝日町近代詩

阿波加 恵里 滑川市近代詩佳作賞 伊井 昌子 富山市大　字

飯野 恭子 富山市漢字Ⅱ 五十井 雅美 魚津市漢字Ⅱ

五十井 玲衣 魚津市漢字Ⅰ 五十嵐 素星 富山市漢字Ⅱ

石浦 光風 黒部市漢字Ⅱ 石田 早織 小矢部市大　字

石橋 慶華 魚津市篆　刻 石見 淳峰 氷見市かなⅡ

市井 芳美 富山市漢字Ⅱ 伊東 真利子 富山市かなⅡ

稲垣 蒼花 射水市漢字Ⅱ 稲葉 秋桜 富山市大　字

井上 夏菜 富山市大　字 井上 寿汀 富山市漢字Ⅱ

上田 和有 富山市大　字 上野 弘苑 富山市大　字

上野 幸弘 高岡市漢字Ⅱ 内田 草琴 富山市かなⅡ

梅本 春瑤 富山市かなⅡ 梅本 燁翠 射水市近代詩

江尻 千晴 射水市近代詩 老田 玲經 富山市大　字

大井 馬遊 富山市近代詩 大崎 華泉 魚津市大　字

大嶋 琴雨 富山市近代詩 大島 乃芙 富山市漢字Ⅱ

大花 司工 富山市篆　刻 大村 虹鷺 富山市近代詩

大矢 恒子 富山市大　字 岡田 紅雲 朝日町近代詩佳作賞

岡田 朱鶴 富山市漢字Ⅱ 岡本 博重 上市町篆　刻

小川 繭子 富山市漢字Ⅱ 小熊 翠風 魚津市漢字Ⅱ

小田 睦乃 富山市漢字Ⅱ 小竹 春楊 富山市漢字Ⅱ

尾間 利恵 高岡市前　衛 角尾 小織 射水市漢字Ⅱ

加古 春在 富山市大　字 加藤 萌琳 富山市漢字Ⅱ

加藤 陽子 富山市漢字Ⅱ 金岡 花峰 富山市大　字

金谷 秀子 魚津市漢字Ⅱ佳作賞 金山 遊證 射水市大　字

鎌田 京子 高岡市漢字Ⅱ 上 光琳 氷見市近代詩

亀澤 剛敏 高岡市漢字Ⅱ 河合 翠雨 高岡市大　字

川岸 松苑 射水市大　字 川口 花穂 射水市近代詩

川口 光生 富山市大　字 川高 祥風 富山市漢字Ⅱ

川辺 素香 南砺市前　衛 神田 夕照 富山市漢字Ⅱ

北川 裕子 富山市漢字Ⅱ 北島 彩 南砺市前　衛

北村 民子 射水市前　衛 貴堂 絹恵 富山市近代詩

絹谷 恵津 砺波市前　衛 久恵 紀梢 南砺市前　衛

経塚 翠 射水市近代詩 楠 翠魚 魚津市近代詩

久保田 一聿 富山市大　字 栗山 明之 魚津市漢字Ⅱ

栗山 絵美 魚津市漢字Ⅱ 呉羽 暁香 富山市漢字Ⅱ

黒田 桃香 富山市近代詩 源甲斐 裕華 富山市近代詩

小池 竹翠 上市町大　字 子川 真成 射水市漢字Ⅱ

小坂谷 桃皓 富山市大　字 小西 絹香 富山市漢字Ⅱ

小林 加津 富山市漢字Ⅱ 五本 永光 富山市漢字Ⅱ

五本 永光 富山市大　字 駒見 美和 富山市近代詩

小谷内 勝 高岡市前　衛 斉藤 美智 富山市近代詩

佐伯 福寿 立山町大　字 酒井 汀花 上市町漢字Ⅰ

酒井 祐輔 富山市漢字Ⅱ 坂井 玲華 富山市近代詩

坂田 正博 富山市漢字Ⅱ 坂林 雅翠 立山町漢字Ⅱ

桜野 順子 高岡市漢字Ⅱ 佐藤 紅峰 富山市近代詩

澤 紗代子 魚津市漢字Ⅱ 澤田 昭泉 南砺市前　衛

澤谷 煌華 朝日町近代詩 椎名 真広 滑川市近代詩

塩田 詩子 富山市大　字 篠田 俊美 富山市漢字Ⅱ
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柴田 翠汀 立山町近代詩 島田 榮川 砺波市漢字Ⅱ

島谷 宗翠 富山市漢字Ⅱ 清水 翠香 富山市漢字Ⅱ

清水 直江 富山市大　字 清水 白蓮 富山市漢字Ⅱ

十二 千秋 高岡市漢字Ⅰ 城野 翠江 富山市大　字

新松 九庵 高岡市漢字Ⅱ 水門 翠恵 富山市漢字Ⅱ

杉江 敬子 富山市大　字 杉澤 藍水 入善町近代詩

関井 雪湖 富山市近代詩 世古口 悠鶴 富山市漢字Ⅱ

大門 翠香 射水市近代詩 高井 恵美子 滑川市近代詩

高井 天江 氷見市漢字Ⅱ 高岡 君子 富山市大　字

高木 静雨 富山市大　字 高澤 文恵 氷見市近代詩

高瀬 康太 魚津市近代詩 高野 晶葉 富山市大　字

高野 久子 富山市大　字 高野 暢一 富山市近代詩

高松 宝瑛 富山市漢字Ⅱ 高見 恭雪 富山市漢字Ⅱ

宝田 冨紀子 立山町大　字 竹内 啓峯 射水市漢字Ⅱ秀作賞

竹下 絵美 富山市大　字 竹林 秀峰 富山市大　字

竹原 悠燁 南砺市前　衛 武部 蓁翠 高岡市漢字Ⅱ

竹脇 淑子 射水市前　衛 田尻 和景 富山市漢字Ⅱ毎日賞

田近 幸穂 富山市大　字 橘 佳子 富山市大　字

龍澤 蒼生 富山市漢字Ⅱ 田中 香華 黒部市大　字

谷為 玲清 富山市大　字 谷口 愼也 富山市大　字

谷澤 翠慧 氷見市近代詩 種田 光均 上市町大　字

田村 寿聖 射水市大　字 田村 由紀 富山市近代詩

中段 さおり 南砺市かなⅡ 土永 由紀江 南砺市近代詩佳作賞

釣 恵鳳 富山市漢字Ⅱ 出戸 翠 富山市漢字Ⅱ

寺井 美峰 富山市大　字 寺嶋 洋子 富山市漢字Ⅱ

土肥 康範 立山町篆　刻 土井 美泉 滑川市前　衛

富崎 李鮮 富山市漢字Ⅱ 豊口 琴泉 富山市大　字

長井 紫邑 射水市漢字Ⅱ 中尾 恵泉 射水市大　字

中尾 千晶 立山町大　字 中尾 理舟 富山市漢字Ⅱ

中河 美樹 南砺市近代詩 中崎 章子 立山町近代詩

中瀨 汀寿 黒部市漢字Ⅱ 中曽根 景子 富山市大　字

中田 久美子 富山市漢字Ⅱ 中田 心耕 南砺市近代詩

中田 穂苑 立山町大　字 永田 紀香 富山市大　字

中西 遥舟 南砺市前　衛 中野 新雪 富山市近代詩

中畑 悦美 富山市漢字Ⅱ 鍋山 睦月 立山町漢字Ⅱ

南部 千佳 南砺市前　衛 西村 紀水 南砺市前　衛

西村 緑弥 南砺市前　衛 新田 真風 富山市大　字

布瀬 護 富山市漢字Ⅱ 野上 白嶺 富山市漢字Ⅱ

野田 恵子 富山市漢字Ⅱ 野間 広重 富山市漢字Ⅱ

法 真由美 富山市漢字Ⅱ 萩野 裕起 富山市漢字Ⅱ

端崎 絢子 富山市近代詩 長谷川 華山 富山市篆　刻

長谷田 泰男 高岡市漢字Ⅱ 畠山 悠翠 高岡市近代詩

幅 雅 富山市漢字Ⅱ 浜田 実和 朝日町近代詩

濱谷 富美 富山市大　字 林 佳秋 富山市漢字Ⅱ

久木 圭舟 上市町大　字 姫野 華萃 射水市近代詩

平井 珠汀 富山市大　字佳作賞 平井 朋華 富山市篆　刻

平岡 田鶴 魚津市漢字Ⅱ 廣本 桂翠 射水市近代詩

深松 慶子 高岡市前　衛 福岡 一峰 富山市篆　刻

藤井 香苑 射水市大　字 藤井 外志子 南砺市近代詩

藤川 早苗 富山市近代詩 藤川 洋作 射水市漢字Ⅱ

藤城 翠蘭 立山町大　字秀作賞 二上 英子 滑川市漢字Ⅱ

船木 悦子 高岡市大　字 舟崎 聖汀 富山市漢字Ⅱ

舟瀬 桃玉 富山市大　字 古河 朝美 富山市漢字Ⅱ
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古川 桃汀 富山市大　字 古幡 彩雨 黒部市漢字Ⅱ

堀 一美 富山市漢字Ⅱ 堀岡 信義 射水市大　字

堀田 慧子 富山市漢字Ⅱ 堀田 桃子 富山市漢字Ⅱ

本郷 祥苑 射水市漢字Ⅱ 前坂 壽風 富山市漢字Ⅱ

前田 螢聲 高岡市かなⅡ 牧野 寿苑 富山市大　字

松下 花穂 富山市漢字Ⅱ 松下 慶泉 立山町大　字

松島 久子 上市町漢字Ⅱ 松田 暉秋 魚津市大　字

松田 光岳 入善町近代詩 松原 美園 立山町漢字Ⅱ秀作賞

松本 桃風 魚津市大　字秀作賞 松本 信子 富山市漢字Ⅱ

丸山 芝雪 富山市漢字Ⅱ 水島 大樹 富山市漢字Ⅱ毎日賞

水野 青虹 富山市大　字 三田 章汀 富山市大　字

美濃 恵翠 富山市大　字佳作賞 宮岡 桂子 高岡市漢字Ⅱ

宮本 花穂 富山市漢字Ⅱ 三好 翠晄 高岡市漢字Ⅱ

村山 玉瑤 富山市かなⅡ 室谷 恵子 高岡市近代詩

元起 史賀 滑川市漢字Ⅱ 本林 久雅 富山市大　字

森 いずみ 富山市漢字Ⅱ 森 大衛 富山市漢字Ⅱ毎日賞

盛田 裕子 高岡市近代詩 森寺 祐子 氷見市漢字Ⅱ

森寺 祐子 氷見市近代詩佳作賞 森本 美穂 魚津市近代詩

屋敷 康山 高岡市大　字 安田 和央 高岡市漢字Ⅱ

安田 和子 高岡市大　字 安田 濃里 射水市大　字

安吉 翠泉 富山市大　字 柳瀬 佳雲 富山市大　字

山田 美穂 富山市近代詩 山名 紅楊 富山市近代詩

山室 雅美 富山市大　字毎日賞 山本 賢司 入善町篆　刻

山本 美智子 入善町漢字Ⅱ 横井 香里 富山市近代詩

吉川 仁美 富山市大　字 吉田 美月 富山市漢字Ⅱ

吉野 一恵 魚津市近代詩 吉本 春翠 富山市近代詩

米田 照光 富山市漢字Ⅱ 米田 元美 入善町近代詩

米田 由香 魚津市漢字Ⅱ 蓬澤 頼子 朝日町近代詩

若崎 友子 立山町漢字Ⅱ 渡辺 妍華 高岡市漢字Ⅱ

渡辺 瑶翠 高岡市漢字Ⅱ
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飯野 ほのか 黒部市漢字Ⅱ 岩崎 靖子 魚津市漢字ⅡU23毎日賞

岩崎 祐希 魚津市漢字Ⅱ 岩田 伸正 南砺市近代詩

金山 明日香 黒部市大　字 栗原 美遊 射水市近代詩

酒井 杏菜 富山市漢字Ⅱ 塚田 茉幸 富山市漢字Ⅱ

藤井 純香 富山市大　字 前川 可成 射水市大　字

松尾 萌夏 富山市漢字Ⅱ 松村 妙子 高岡市漢字Ⅱ

八木 仁志 富山市大　字 矢倉 嗣子 南砺市前　衛

山崎 友香 立山町近代詩
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