
岩手県 （会友公募・公募）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

阿部 栞 奥州市近代詩 荒田 雅虹 遠野市漢字Ⅰ

池田 竹水 北上市漢字Ⅰ 石母田 奎花 盛岡市漢字Ⅰ

泉 朝霞 住田町近代詩 伊勢 勤子 陸前高田市近代詩

伊藤 雅江 大船渡市近代詩 猪股 白慧 奥州市近代詩

岩岡 紅雲 野田村漢字Ⅰ秀作賞 遠藤 敦子 奥州市前　衛

大原 栄峰 久慈市漢字Ⅰ佳作賞 大森 秀嘉 盛岡市前　衛

小國 春花 大槌町近代詩 小國 ちかり 大船渡市近代詩

小野 春陽 奥州市近代詩 小野寺 貞子 一関市前　衛

金森 芳琴 一関市前　衛 川崎 蒼璉 矢巾町近代詩

川田 碧恵 盛岡市漢字Ⅰ 川村 春扇 花巻市近代詩

菅野 迪子 陸前高田市近代詩佳作賞 菅野 義郁 陸前高田市近代詩秀作賞

菊池 紅樹 陸前高田市近代詩 菊池 青蘭 花巻市近代詩

菊池 由乃 遠野市漢字Ⅱ 菊池 由乃 遠野市漢字Ⅰ

工藤 奈々 矢巾町漢字Ⅰ 熊谷 清鐘 陸前高田市近代詩

後藤 白琴 金ケ崎町近代詩 小松原 朴象 大船渡市漢字Ⅰ

金野 州紅 釜石市漢字Ⅰ 佐々木 圭 陸前高田市近代詩

佐々木 舒香 遠野市漢字Ⅰ 佐々木 滄月 釜石市漢字Ⅱ

佐藤 翠嶺 陸前高田市漢字Ⅰ 佐藤 扇凰 陸前高田市漢字Ⅰ佳作賞

佐藤 北山 紫波町前　衛 佐藤 藍香 遠野市漢字Ⅰ

澤藤 和江 北上市前　衛 菅原 幸 一関市かなⅠ

菅原 陽子 奥州市前　衛 鈴木 紫雲 陸前高田市漢字Ⅰ

高橋 晒花 北上市近代詩 高橋 珀令 盛岡市漢字Ⅱ

高橋 瑤春 住田町近代詩 高畑 琴楽 盛岡市漢字Ⅰ

橘 白杜 盛岡市近代詩 千田 朱璃 陸前高田市近代詩

千田 白香 奥州市近代詩 盛岡市漢字Ⅱ

照井 紫雲 西和賀町漢字Ⅰ 中村 奎友 盛岡市漢字Ⅰ

成田 奎鮮 久慈市漢字Ⅰ 新淵 奎光 久慈市漢字Ⅰ

野崎 麗春 盛岡市漢字Ⅱ 野露 湖心 陸前高田市近代詩

原田 粋光 盛岡市漢字Ⅰ 播摩 蘭粧 宮古市漢字Ⅰ

日野 鶯華 住田町近代詩 藤井 皐連 陸前高田市近代詩

藤村 崢雲 岩手町漢字Ⅰ 戸来 正子 滝沢市近代詩

本田 美雪 盛岡市前　衛 前川 美流 釜石市近代詩

増子 裕子 一関市かなⅠ 松木田 清翠 花巻市漢字Ⅰ

松本 葉子 奥州市かなⅠ 女鹿 奎粋 盛岡市漢字Ⅰ

森田 冬星 紫波町漢字Ⅰ 吉川 彩雪 釜石市近代詩

吉田 志穂 陸前高田市近代詩 萬 淡舟 釜石市近代詩

和田 溪葉 大槌町漢字Ⅱ
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岩手県 （Ｕ23）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

阿部 優佳 盛岡市漢字ⅠU23奨励賞 伊藤 彩夏 盛岡市漢字Ⅰ

臼沢 真紀 遠野市漢字Ⅰ 帷子 明日香 盛岡市漢字Ⅰ

加藤 彩稔 遠野市漢字Ⅰ 川上 遥 大船渡市漢字Ⅰ

菅崎 心乃 大船渡市漢字Ⅰ 菅野 康剛 陸前高田市漢字Ⅱ

菊池 美秀 盛岡市漢字ⅠU23奨励賞 菊池 凜花 遠野市漢字ⅠU23新鋭賞

金野 美音 大船渡市漢字Ⅱ 金野 友菜 大船渡市漢字Ⅰ

熊谷 寧音 大船渡市漢字Ⅰ 後藤 梨子 盛岡市漢字Ⅰ

齋坂 風羽 盛岡市漢字Ⅰ 佐々木 健泰 大船渡市漢字Ⅰ

佐々木 結咲 遠野市漢字Ⅰ 佐々木 悠苗 遠野市漢字Ⅰ

柴田 航太郎 陸前高田市近代詩 瀬川 美羽 盛岡市漢字Ⅰ

高木 凜桜 遠野市漢字Ⅱ 高橋 榎乃 遠野市漢字Ⅰ

高村 結 盛岡市漢字Ⅰ 舘脇 実憂 大船渡市漢字ⅠU23奨励賞

田中 小雪 盛岡市漢字Ⅰ 千葉 りろ 盛岡市漢字Ⅰ

末崎 朱莉 遠野市漢字Ⅰ 宮川 朋香 盛岡市漢字Ⅰ

女鹿 琴友 盛岡市漢字Ⅰ 柳澤 樹 盛岡市漢字Ⅰ

横山 結花 盛岡市漢字Ⅰ
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