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第70回毎日書道展都道府県別入選者一覧

藍澤 優依 沼津市大　字 赤池 孝子 富士市近代詩

縣 春曉 掛川市近代詩 赤松 珠見 浜松市近代詩

秋山 佳代子 静岡市大　字 秋山 東香 伊東市漢字Ⅰ

渥美 忍 浜松市漢字Ⅱ 姉崎 馨洋 伊東市かなⅠ

天野 郁夫 小山町大　字 池ｹ谷 千恵 吉田町漢字Ⅰ

池田 幽佳 静岡市漢字Ⅱ 泉 諒治 静岡市大　字

泉 諒治 静岡市漢字Ⅱ毎日賞 井上 弘一 河津町大　字

伊与田 佳琳 磐田市漢字Ⅰ 岩崎 春泉 静岡市漢字Ⅱ

岩崎 祥風 伊東市漢字Ⅰ 岩本 光南 焼津市前　衛

岩本 光風 焼津市漢字Ⅱ 岩本 光雄 焼津市前　衛

内海 花泉 掛川市近代詩 遠藤 香畔 富士市刻　字

遠藤 秀瑞 東伊豆町漢字Ⅰ 大石 愛花 藤枝市前　衛

大石 虚白 浜松市漢字Ⅱ 大石 幸徑 島田市前　衛秀作賞

大石 蒼昶 川根本町近代詩 大石 碧堂 吉田町漢字Ⅰ

大石 曄庭 富士市近代詩 大草 逢春 浜松市漢字Ⅰ

大塩 迪奈 河津町近代詩 大隅 香雲 浜松市漢字Ⅰ

大隅 典子 浜松市近代詩 太田 加奈子 袋井市大　字

太田 清峯 浜松市近代詩 大塚 光琴 静岡市前　衛

大塚 洒恵 富士宮市漢字Ⅰ 大箸 和悠 富士市漢字Ⅰ

大畑 守拙 焼津市漢字Ⅰ 大畑 朱鳥 富士市漢字Ⅰ

大村 凌嶺 静岡市かなⅡ 岡村 凌箏 静岡市かなⅡ

岡村 凌謡 静岡市かなⅠ 小倉 玉游 富士市漢字Ⅰ

長田 綾乃 御殿場市近代詩 小澤 尚雲 浜松市かなⅡ

小田 智泉 伊東市漢字Ⅰ 落合 桜彗 掛川市近代詩

小幡 知舟 湖西市前　衛 小幡 凌鈴 静岡市かなⅠ

掛本 玄龍 富士宮市大　字 片瀬 子葉 静岡市漢字Ⅱ

勝又 華織 御殿場市漢字Ⅱ 勝又 華織 御殿場市近代詩

勝又 和代 御殿場市近代詩 勝又 雅与 裾野市大　字

勝又 康子 小山町大　字 加藤 紫香 富士市刻　字

加藤 正子 浜松市近代詩 金澤 祥子 三島市漢字Ⅱ

神谷 雲卿 菊川市かなⅡ 亀田 恵暘 富士宮市漢字Ⅰ

川口 雅心 浜松市近代詩 川口 光春 伊豆の国市近代詩

川嶋 桃貴 伊東市漢字Ⅱ 木村 邦子 長泉町漢字Ⅱ

倉田 紅恵 富士宮市漢字Ⅰ 黒須 萬寿 下田市漢字Ⅰ

桑原 光 東伊豆町大　字 小泉 凌菖 静岡市かなⅡ

後藤 玉萩 富士市漢字Ⅰ 小林 尚葉 富士市近代詩

小林 尚葉 富士市漢字Ⅱ 小柳 麗江 静岡市かなⅠ

是永 由乃 静岡市大　字 齋藤 和葉 御殿場市近代詩

酒井 浩之 浜松市大　字 佐々木 翔平 浜松市かなⅡ

佐々木 草舟 東伊豆町大　字 佐藤 旭佑 南伊豆町漢字Ⅰ

佐藤 泉洋 掛川市近代詩 佐藤 友美 三島市漢字Ⅰ

佐野 空翠 富士市刻　字 佐野 貴子 富士宮市漢字Ⅰ

佐山 荷衣 南伊豆町漢字Ⅱ 芝田 雪柳 富士市漢字Ⅱ

柴田 竹翠 浜松市大　字 柴本 彩月 静岡市大　字

島田 弦山 伊東市漢字Ⅰ 志村 玲恵 富士宮市漢字Ⅰ

白柳 秀祐 浜松市漢字Ⅱ 新庄 露峰 静岡市漢字Ⅰ

新村 沙雲 浜松市漢字Ⅰ 菅沼 礼泉 御殿場市近代詩

杉山 瑚葉 掛川市近代詩 杉山 迪雲 富士宮市漢字Ⅰ

杉山 桃月 吉田町漢字Ⅰ 杉山 凌恭 静岡市かなⅠ

助川 陽麗 伊東市漢字Ⅱ 鈴木 恵穂 浜松市近代詩

鈴木 光蘭 袋井市前　衛 鈴木 芝香 掛川市近代詩

鈴木 静枝 御殿場市近代詩 鈴木 秋水 牧之原市前　衛

鈴木 尚香 島田市大　字佳作賞 鈴木 誠二 東伊豆町大　字
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鈴木 拓馬 長泉町大　字 鈴木 美恵子 静岡市漢字Ⅱ

鈴木 凌洸 静岡市かなⅡ 清 悛玲 富士市かなⅠ

清 淡恵 富士宮市漢字Ⅰ 園田 夏螢 静岡市漢字Ⅰ

園田 啓子 島田市前　衛 園田 ちづる 島田市前　衛

多家 珠趣 沼津市漢字Ⅱ 高橋 江月 浜松市前　衛

高橋 直嗣 沼津市漢字Ⅱ 高橋 柳瑛 裾野市漢字Ⅰ

瀧本 煌麟 浜松市かなⅡ 竹林 希峰 富士市近代詩

田中 啓文 伊東市漢字Ⅱ 田中 千慧 浜松市かなⅡ

知久 碧流 浜松市漢字Ⅰ 辻井 佳子 三島市漢字Ⅰ

辻村 雪湖 浜松市かなⅡ毎日賞 土屋 一美 静岡市かなⅠ

冨永 忠夫 島田市大　字 永倉 華仙 掛川市近代詩

長倉 勝代 三島市漢字Ⅱ 長倉 加代子 静岡市大　字

長倉 志野 静岡市大　字 長倉 幽喜 静岡市かなⅡ

中里 江花 掛川市近代詩 中島 恭子 吉田町漢字Ⅰ

中嶋 凌朱 静岡市かなⅠ 名倉 栄梨 浜松市近代詩

夏目 祥舟 袋井市大　字 西海 真由美 浜松市かなⅡ

西村 凌爽 静岡市かなⅡ 野中 尾堂 浜松市近代詩

袴田 泉粋 掛川市近代詩秀作賞 羽倉 子風 静岡市近代詩

長谷川 潮香 河津町大　字 波多野 美麗 浜松市近代詩

林 喜久江 小山町大　字 半田 喜久代 吉田町漢字Ⅱ佳作賞

疋田 乃梨 浜松市漢字Ⅰ 平岡 大朴 静岡市大　字

平田 江輝 静岡市漢字Ⅱ佳作賞 平田 游希 富士市近代詩

福田 江樹 浜松市漢字Ⅱ 藤井 郁代 静岡市漢字Ⅱ

藤下 きよみ 静岡市かなⅡ 藤下 遥香 浜松市漢字Ⅱ

藤本 恵子 静岡市かなⅡ 佛井 淑子 静岡市かなⅡ

佛井 理恵 静岡市かなⅡ 古市 太郎 藤枝市前　衛

細川 有響 袋井市近代詩 堀井 杏苑 掛川市近代詩

堀内 紫庭 富士市かなⅡ 本間 瑞恵 静岡市大　字

松尾 翠萌 沼津市大　字 松下 朱丘 浜松市かなⅡ

松田 千枝 三島市漢字Ⅱ 松田 千枝 三島市大　字毎日賞

松永 泰然 富士宮市漢字Ⅰ 宮内 龍湖 藤枝市大　字

宮川 箕山 下田市漢字Ⅱ佳作賞 村瀬 荷香 富士市刻　字

村松 弘華 袋井市漢字Ⅱ 村松 英子 富士市かなⅡ

望月 一耿 静岡市漢字Ⅱ 望月 凌咏 静岡市かなⅠ

望月 和響 富士宮市漢字Ⅰ 八代 清竹 東伊豆町大　字

安池 春芳 静岡市大　字 山内 凌珪 静岡市かなⅡ

山岡 花琉 牧之原市前　衛 山崎 公夫 小山町大　字

山崎 とも子 静岡市かなⅡ 山田 青汀 東伊豆町大　字

山梨 真澄 静岡市大　字佳作賞 山本 純茅 熱海市漢字Ⅱ

由井 瑞穂 富士市漢字Ⅱ 由井 瑞穂 富士市前　衛

湯山 薫 小山町大　字 吉岡 杏華 富士市刻　字佳作賞

吉岡 久美子 富士市近代詩 良知 峯月 焼津市漢字Ⅱ

鷲巣 千里 静岡市漢字Ⅱ 渡辺 花更 静岡市かなⅡ

渡邉 恵惺 富士宮市漢字Ⅰ 渡辺 彩雪 富士市近代詩

渡辺 桃舟 藤枝市漢字Ⅰ 渡邉 優 富士市漢字Ⅱ
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朝井出 桃子 浜松市大　字 大谷 美衣 掛川市近代詩

岡田 真実 浜松市漢字Ⅱ 黒釜 小百合 浜松市漢字Ⅱ

齋藤 歌音 裾野市大　字 齋藤 翔太 磐田市漢字Ⅱ

猿渡 麻美子 伊東市漢字Ⅱ 庄司 侑希 磐田市漢字Ⅱ

杉山 奈央 富士市漢字Ⅱ 杉山 友希乃 浜松市漢字Ⅱ

須崎 耀太 富士市近代詩 鈴木 萌加 磐田市漢字Ⅱ

田中 永遠 伊東市漢字Ⅱ 飛奈 祐紀 富士市漢字Ⅱ

中野 あみ 菊川市漢字Ⅰ 中村 海鈴 清水町大　字

中村 龍太 松崎町漢字Ⅱ 新田 翠香 富士宮市大　字

平松 双葉 菊川市漢字ⅡU23奨励賞 村上 慧 伊東市漢字Ⅰ

村松 奏南 菊川市漢字Ⅱ 山口 藍 浜松市かなⅡU23新鋭賞

渡瀬 ひなの 富士市かなⅠ
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