
岐阜県 （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 栄俊 大垣市漢字Ⅱ秀作賞 青山 和生 笠松町漢字Ⅰ

青山 昌風 岐阜市近代詩 秋松 秀玲 岐阜市近代詩

荒尾 恵穂 中津川市漢字Ⅰ 粟野 佑子 大野町近代詩

伊後 春穂 中津川市近代詩 石川 悦子 神戸町近代詩

石原 聲風 中津川市漢字Ⅰ佳作賞 市橋 文親 羽島市漢字Ⅰ

稲葉 裕美 瑞穂市近代詩 井上 香苑 北方町漢字Ⅱ秀作賞

太田 蘭風 関市近代詩 大西 和枝 羽島市漢字Ⅰ

小川 東歩 大垣市大　字 小川 東歩 大垣市漢字Ⅱ毎日賞

奥村 恵美子 羽島市漢字Ⅰ 尾関 賀妙 土岐市近代詩

籠橋 美和子 岐阜市漢字Ⅱ佳作賞 加藤 紫友 岐阜市漢字Ⅱ

金山 由紀子 大垣市漢字Ⅱ 河合 秀香 羽島市漢字Ⅱ

河瀬 春光 瑞穂市漢字Ⅰ 河瀬 春光 瑞穂市かなⅡ

川瀬 裕美 北方町近代詩 河田 知之 各務原市漢字Ⅰ

桐山 竹翠 高山市刻　字 草野 美舞 大垣市漢字Ⅱ

九野 恭葩 岐阜市漢字Ⅱ 小木曽 耕心 瑞浪市近代詩

小木曽 耕心 瑞浪市漢字Ⅱ佳作賞 近藤 龍山 多治見市漢字Ⅰ

斉藤 千秋 中津川市近代詩 佐伯 恭華 各務原市大　字

坂井 虹輝 各務原市近代詩 酒井 芳華 各務原市漢字Ⅱ

坂口 和泉 大垣市漢字Ⅱ 白井 栄里 山県市漢字Ⅱ

末國 悠 岐阜市大　字 椙山 穆風 大垣市篆　刻

鈴木 翠信 関市漢字Ⅰ 祖父江 佳扇 笠松町漢字Ⅰ

高橋 千尋 瑞浪市近代詩 田口 秋水 中津川市近代詩

田中 春華 垂井町漢字Ⅰ 田中 静香 多治見市漢字Ⅰ

田中 聡藤 八百津町漢字Ⅰ 土川 青翠 揖斐川町近代詩

富田 道也 多治見市漢字Ⅱ 中岡 恵泉 御嵩町漢字Ⅰ

中垣 幸聲 恵那市近代詩 中島 千寿 海津市近代詩

永田 蟾華 八百津町漢字Ⅰ 西 恵香 中津川市近代詩

西尾 美香 中津川市漢字Ⅰ 野村 聡子 坂祝町大　字

平野 香風 海津市大　字 堀井 水鏡 美濃加茂市漢字Ⅰ

増田 春暉 中津川市近代詩 松岡 育子 大垣市漢字Ⅱ

三井 雅香 中津川市近代詩 宮田 緑峰 岐阜市大　字

安田 由琳 安八町漢字Ⅰ 山内 静風 多治見市漢字Ⅰ

山田 京華 羽島市漢字Ⅰ 山村 光葉 土岐市漢字Ⅱ

山村 光葉 土岐市近代詩佳作賞 渡辺 桂真 多治見市漢字Ⅱ

渡辺 修子 可児市漢字Ⅰ 渡邉 鈴子 可児市漢字Ⅰ
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秋田 夏美 羽島市漢字Ⅰ 安里 菜奈美 山県市漢字Ⅱ

池邉 美杜 岐阜市大　字 伊藤 梨乃 大垣市漢字Ⅱ

井波 水希 山県市漢字ⅡU23新鋭賞 梅村 憲市 恵那市近代詩

大井 麻衣 山県市大　字 大舘 レンカ 池田町漢字Ⅱ

大橋 直子 大垣市漢字ⅡU23奨励賞 岡部 澪佳 大垣市漢字Ⅰ

加藤 綾華 郡上市大　字 金杉 響 岐阜市漢字ⅡU23奨励賞

小松 彩花 瑞穂市漢字Ⅰ 近藤 栞 多治見市近代詩

坂西 由衣 山県市漢字Ⅱ 砂永 南波 岐阜市漢字Ⅱ

関 真奈嘉 大垣市漢字Ⅱ 但馬 日菜子 北方町近代詩

田中 くるみ 羽島市漢字ⅠU23奨励賞 辻 由起 北方町近代詩

寺部 康穂 岐阜市大　字 戸本 好美 岐阜市漢字Ⅱ

長野 史織 山県市近代詩 中谷 瑞希 岐阜市大　字U23奨励賞

西川 愛美 岐阜市大　字 橋本 恵 岐阜市漢字Ⅱ

長谷川 侑風 岐阜市漢字Ⅱ 服部 匡成 岐阜市近代詩

林 里奈 羽島市漢字Ⅰ 日比野 未波 瑞穂市漢字Ⅱ

古市 理子 養老町漢字Ⅰ 松原 有希 大垣市漢字Ⅱ

三浦 茉弥 大垣市漢字Ⅰ 渡辺 郁美 岐阜市大　字
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