
長野県 （会友公募・公募）

第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 文子 須坂市漢字Ⅱ 青木 玄峰 佐久市刻　字

赤坂 千秋 辰野町大　字 浅野 柏鳳 佐久市刻　字

芦部 愛子 駒ヶ根市かなⅡ 阿部 華芳 中野市漢字Ⅰ

有賀 崇子 茅野市かなⅡ 有賀 妙雅 下諏訪町近代詩佳作賞

安藤 紅咲 安曇野市漢字Ⅰ 安藤 蒼雪 松本市漢字Ⅰ

飯島 松香 佐久市漢字Ⅱ 池田 正 松本市篆　刻

池田 せつよ 伊那市かなⅡ 市瀬 信龍 岡谷市刻　字

一志 朱鳳 茅野市近代詩 伊藤 桂月 南箕輪村刻　字

伊藤 美智子 伊那市かなⅡ 伊藤 和雪 伊那市漢字Ⅱ

稲村 翠流 松本市刻　字 井上 春嶺 伊那市刻　字

岩井 孝雪 木曽町刻　字 岩原 桜信 飯田市漢字Ⅰ

上田 煌翠 松本市漢字Ⅰ 植松 昌幸 富士見町近代詩

牛山 春翠 諏訪市近代詩 臼井 碩山 麻績村漢字Ⅰ

宇留賀 樹雪 松本市近代詩 遠藤 鵞楓 飯田市かなⅡ

大池 馨雪 松本市近代詩 太田 直樹 長野市近代詩

小笠原 静華 塩尻市漢字Ⅰ 岡田 蕙雪 伊那市大　字

沖田 翔光 松本市漢字Ⅰ 沖村 真弓 伊那市かなⅡ

奥原 悠斗 松本市近代詩佳作賞 小澤 玄碩 松本市漢字Ⅰ

小澤 春麗 松本市漢字Ⅰ 小澤 明泉 辰野町大　字

織田 晴苑 松本市篆　刻 織田 晴苑 松本市近代詩

織田 明穂 飯田市漢字Ⅰ 小野 千峰 安曇野市漢字Ⅰ

折井 彩恵 松本市近代詩 笠原 志遼 岡谷市近代詩佳作賞

笠原 苔静 岡谷市漢字Ⅰ 春日 恵子 辰野町大　字

片寄 蒼穹 松本市漢字Ⅰ 加藤 觴流 伊那市刻　字

門脇 麗彗 岡谷市漢字Ⅰ 金井 綾舟 安曇野市漢字Ⅰ

柄山 明珠 伊那市漢字Ⅱ 河西 玄黄 佐久市刻　字

北川 蘭花 箕輪町大　字 北原 華雪 松本市漢字Ⅰ

久保村 南城 伊那市刻　字 倉田 恵玉 安曇野市漢字Ⅰ佳作賞

黒田 ちさ代 駒ヶ根市かなⅡ 桑山 華秀 松本市漢字Ⅱ

小池 たか子 駒ヶ根市かなⅡ 神津 桂玉 佐久市刻　字

小浜 珠季 辰野町大　字 小林 穹人 松本市近代詩

小林 螢州 中野市漢字Ⅰ 小林 研堂 佐久市漢字Ⅱ

小林 彩湖 塩尻市漢字Ⅱ 小林 祥彩 中野市漢字Ⅰ佳作賞

小松 理奈 茅野市近代詩 齋藤 梓仙 松本市刻　字

酒井 梅祥 安曇野市漢字Ⅰ 櫻井 義山 松本市漢字Ⅰ

櫻井 涌泉 佐久市刻　字 佐々木 明美 松本市前　衛

佐々木 司風 安曇野市かなⅠ 佐藤 玲茜 塩尻市漢字Ⅰ

雫田 煌山 佐久市刻　字 篠之井 高昶 松本市漢字Ⅰ

下川 幸都 諏訪市近代詩 下里 真匠 安曇野市刻　字

下村 翔舟 上田市漢字Ⅰ佳作賞 白鳥 睦子 駒ヶ根市かなⅡ

巣山 渓舟 松本市漢字Ⅰ 関 一枝 茅野市近代詩

瀬戸口 彩雲 池田町漢字Ⅰ 曽根 冬山 千曲市刻　字

高野 真知子 松本市かなⅠ 高橋 節子 下諏訪町近代詩

高林 光粋 岡谷市漢字Ⅰ 高山 蕙光 松本市近代詩秀作賞

武川 千鳳 松本市漢字Ⅱ 武田 志畊 諏訪市近代詩

田中 秀蘭 塩尻市漢字Ⅰ 田村 清華 安曇野市漢字Ⅰ

千國 湖雲 大町市漢字Ⅰ 土屋 祐子 佐久市近代詩

都々地尾 支芳 筑北村漢字Ⅰ 手塚 玉鳳 塩尻市漢字Ⅰ佳作賞

徳永 芳園 安曇野市近代詩 富岡 敬幸 茅野市近代詩

富岡 不撓 茅野市近代詩秀作賞 戸谷 絹香 松本市漢字Ⅰ

中澤 麗香 小諸市漢字Ⅰ 長澤 彩虹 大町市漢字Ⅰ

中島 紅扇 松本市漢字Ⅰ 中島 紅風 岡谷市漢字Ⅰ

中野 紅蓮 松本市近代詩 中村 季風 松本市漢字Ⅱ
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中村 鳥啼 富士見町近代詩佳作賞 新村 翔鶴 松本市漢字Ⅰ

西原 龍泉 高山村漢字Ⅰ 西村 達也 辰野町大　字

西山 恭子 諏訪市かなⅠ 根橋 明香 辰野町漢字Ⅱ

野澤 珠幸 茅野市近代詩 野田 冬華 茅野市近代詩

野田 黎峰 松本市漢字Ⅰ 野溝 香燿 伊那市漢字Ⅰ

野溝 千壽子 伊那市刻　字 長谷川 裕子 安曇野市大　字

馬場 仙岳 伊那市刻　字 濵 正子 下諏訪町近代詩

林 祥舟 岡谷市漢字Ⅰ 原 峯昭 木曽町刻　字

樋口 幽珉 茅野市近代詩 日野 晴峯 岡谷市刻　字

二木 光子 松本市近代詩 古田 峻鐘 塩尻市漢字Ⅰ

古畑 華苑 東御市刻　字 北條 早希 伊那市かなⅡ

牧 一恵 茅野市漢字Ⅰ 丸山 久蘆 松本市漢字Ⅰ

御子柴 白羊 伊那市大　字 三澤 童輝 茅野市近代詩

三村 大愉 朝日村漢字Ⅰ 宮坂 松径 松本市刻　字

宮坂 真子 岡谷市近代詩 宮澤 真泉 飯田市漢字Ⅰ

宮下 安祥 松本市漢字Ⅰ 宮原 窓月 辰野町大　字

村上 悠映 長野市漢字Ⅰ 森 一径 伊那市刻　字

両角 妙子 茅野市近代詩 柳 杏秋 小諸市漢字Ⅱ

柳 杏秋 小諸市漢字Ⅰ 柳澤 支幹 筑北村漢字Ⅰ

栁澤 寿扇 筑北村漢字Ⅰ 矢彦澤 満 塩尻市大　字

山浦 華舟 東御市刻　字佳作賞 山田 孤舟 松本市漢字Ⅰ

山辺 光星 塩尻市漢字Ⅱ 横川 鈴悠 安曇野市漢字Ⅰ

吉江 久美子 下諏訪町近代詩 吉岡 素月 佐久市刻　字
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黒田 実央 飯綱町大　字 黒田 陸 飯綱町大　字

平出 隼輝 諏訪市近代詩
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