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第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

秋山 素翠 日光市刻　字 浅川 游雪 宇都宮市漢字Ⅱ

阿部 春禽 栃木市漢字Ⅰ 荒井 星芳 大田原市近代詩

荒川 蕙雪 栃木市漢字Ⅰ 荒川 航平 鹿沼市近代詩

池澤 礼子 上三川町かなⅡ 石田 光子 宇都宮市かなⅡ

石戸 松波 日光市近代詩佳作賞 板橋 緑華 小山市漢字Ⅰ

伊藤 香径 鹿沼市近代詩 伊藤 貴啓 鹿沼市篆　刻

井上 琢磨 宇都宮市刻　字 今井 拓齋 高根沢町漢字Ⅱ

岩佐 雅城 那須塩原市漢字Ⅱ 岩渕 響泉 宇都宮市漢字Ⅰ

上野 恵美 宇都宮市近代詩 上野 紅鴛 宇都宮市漢字Ⅱ

大竹 奇泉 佐野市漢字Ⅰ 大橋 清峯 上三川町漢字Ⅰ

大橋 眉柳 小山市近代詩 大森 智美 真岡市大　字

岡 瓔杏 栃木市近代詩 小倉 寳新 日光市かなⅡ

尾崎 遥音 宇都宮市漢字Ⅱ 小野 紅竹 那須塩原市近代詩

片桐 彩葉 宇都宮市漢字Ⅰ 釜井 詔子 宇都宮市漢字Ⅱ

川島 緑静 栃木市漢字Ⅰ 菊地 祥雪 宇都宮市近代詩

北澤 朔林 宇都宮市近代詩 木下 蓬洞 那須塩原市大　字

栗田 緑 小山市大　字 栗原 春苑 栃木市漢字Ⅱ

黒川 香織 宇都宮市かなⅡ 黒川 香織 宇都宮市かなⅠ

小形 則江 上三川町近代詩 小林 浄 芳賀町漢字Ⅱ

小林 常翠 足利市刻　字佳作賞 齋藤 尋美 小山市大　字

齋藤 寳統 宇都宮市かなⅠ 齋藤 寳統 宇都宮市かなⅡ

齋藤 洋子 宇都宮市大　字 齋藤 超 鹿沼市大　字

坂下 歸真 小山市漢字Ⅱ 坂本 彩洸 宇都宮市漢字Ⅰ

佐藤 穂徑 宇都宮市漢字Ⅰ 佐藤 孝 大田原市大　字

佐山 直美 栃木市漢字Ⅱ 塩野 洋子 宇都宮市漢字Ⅱ

塩畑 良雅 宇都宮市漢字Ⅰ 篠崎 春水 下野市漢字Ⅱ佳作賞

渋江 真璃 宇都宮市近代詩 嶋田 香紗 宇都宮市漢字Ⅰ

白澤 春泉 足利市刻　字 白澤 常雲 足利市刻　字佳作賞

杉山 恵翠 日光市刻　字 杉山 翠宏 日光市刻　字

杉山 真理 栃木市篆　刻 鈴木 昂風 日光市刻　字

鈴木 寿和 宇都宮市大　字佳作賞 鈴木 南風 日光市刻　字

鈴木 英男 宇都宮市漢字Ⅰ 鈴木 美代子 宇都宮市漢字Ⅱ

鈴木 游里 宇都宮市漢字Ⅱ 鈴木 六華 宇都宮市漢字Ⅱ

隅内 晴香 栃木市漢字Ⅱ 隅内 晴香 栃木市大　字

スミス 流木 宇都宮市刻　字 五月女 章子 宇都宮市漢字Ⅱ

高久 雄一 市貝町近代詩 高野 仙秀 那須塩原市大　字

高橋 寳准 鹿沼市近代詩 高橋 寳祐 鹿沼市かなⅠ

高橋 麻季代 宇都宮市大　字 高橋 幽翠 那須塩原市近代詩

高橋 陸 宇都宮市大　字 武井 文香 小山市漢字Ⅱ

田中 寳伸 日光市かなⅠ 田野辺 寳燦 那須塩原市かなⅡ

力石 庸子 野木町漢字Ⅱ 鶴淵 亜希 足利市前　衛

道明 ゆかり 真岡市漢字Ⅰ 徳田 翠洋 益子町近代詩

徳原 由美子 鹿沼市近代詩 富田 明蘭 栃木市近代詩佳作賞

豊田 有沙 宇都宮市漢字Ⅱ 中村 胡芳 真岡市漢字Ⅱ

長山 洋子 さくら市漢字Ⅱ 萩野谷 聡美 宇都宮市近代詩

萩野谷 聡美 宇都宮市漢字Ⅱ 羽石 賢二 宇都宮市篆　刻

半田 都志 鹿沼市かなⅡ 平山 久美子 那須烏山市漢字Ⅱ

広瀬 洋子 矢板市かなⅠ 藤沼 亜衣 鹿沼市篆　刻佳作賞

保坂 登志 宇都宮市漢字Ⅰ 星 真朱 さくら市かなⅡ

増渕 穂風 那須塩原市近代詩 増渕 仙曄 那須塩原市大　字

松田 芳美 那須町大　字毎日賞 三須 健次 小山市漢字Ⅱ

水書 雨香 小山市近代詩 水谷 智華子 佐野市かなⅠ

南 海山 日光市刻　字 南 夏山 日光市刻　字
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南 豊山 日光市刻　字 都 洞芳 宇都宮市刻　字

宮崎 亮子 宇都宮市大　字 宮田 雅子 小山市漢字Ⅱ

森 美智代 野木町大　字 森戸 菜月 宇都宮市篆　刻

山田 香邨 足利市漢字Ⅱ 山村 径竹 大田原市近代詩

山本 響花 宇都宮市漢字Ⅱ佳作賞 湯澤 幸子 宇都宮市漢字Ⅱ

湯澤 幸子 宇都宮市近代詩 弓座 恵美子 那珂川町漢字Ⅱ

吉岡 玉雲 宇都宮市大　字 吉田 享二 宇都宮市刻　字

渡辺 燁子 宇都宮市漢字Ⅱ 渡辺 綾子 小山市大　字

渡辺 絹子 栃木市漢字Ⅰ 渡邉 俊 高根沢町漢字Ⅱ
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青木 寳龍 鹿沼市かなⅠU23新鋭賞 石田 香愁 大田原市大　字

石田 仙燁 大田原市大　字 稲川 統珠 宇都宮市かなⅠ

上原 美紅 大田原市大　字 奥備 愛 宇都宮市漢字ⅠU23奨励賞

押山 優菜 栃木市漢字Ⅰ 北上 綵桜 日光市近代詩

黒須 寳瑩 宇都宮市近代詩 駒場 似奈 栃木市漢字ⅡU23新鋭賞

柴田 美紗 宇都宮市近代詩 高橋 卓幹 宇都宮市大　字

高橋 東路 宇都宮市大　字 高橋 佑佳 宇都宮市漢字Ⅱ

高山 愛梨 栃木市漢字Ⅱ 蓼沼 歩夢 宇都宮市近代詩

蓼沼 歩夢 宇都宮市漢字Ⅱ 鶴見 侑樹 真岡市漢字Ⅰ

武藤 寶虹 鹿沼市かなⅠ 柳澤 晟吾 真岡市漢字Ⅱ

渡邉 寶夏 鹿沼市かなⅠ 渡邉 寳杏 鹿沼市近代詩
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