
群馬県 （会友公募・公募）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 留美 前橋市漢字Ⅰ 赤尾 明日香 高崎市漢字Ⅰ

赤尾 真澄 高崎市漢字Ⅰ 赤羽根 えり奈 太田市前　衛

秋間 茜舟 伊勢崎市漢字Ⅱ 阿部 清華 富岡市大　字

新井 恵子 藤岡市かなⅠ 荒井 幸雪 桐生市漢字Ⅱ

新井 正美 伊勢崎市漢字Ⅱ 新井 玲子 高崎市かなⅡ

飯山 いずみ 富岡市漢字Ⅱ 飯山 響 富岡市漢字Ⅱ

飯山 衛 富岡市漢字Ⅱ 家中 成山 千代田町漢字Ⅰ佳作賞

五百部 庭鶴 前橋市かなⅠ 石井 和子 渋川市前　衛

石井 香苑 高崎市漢字Ⅱ 石内 春香 みどり市漢字Ⅱ

石関 春月 吉岡町前　衛 石田 博子 前橋市かなⅠ

石附 宏倫 高崎市刻　字 石原 香蘭 伊勢崎市漢字Ⅰ

石原 彩華 伊勢崎市大　字 石渕 瑞雲 藤岡市漢字Ⅱ

井上 恵子 高崎市前　衛 井上 彩泉 伊勢崎市漢字Ⅰ

今井 香雪 太田市漢字Ⅰ 今泉 恵風 桐生市漢字Ⅱ

入内島 美結 渋川市前　衛 岩田 佳代子 榛東村かなⅠ

植杉 操 高崎市前　衛 上原 菜摘 高崎市刻　字秀作賞

内田 甫川 前橋市大　字 内林 寛行 藤岡市刻　字

内堀 光之 前橋市刻　字 内山 江風 桐生市漢字Ⅰ

海野 華舟 みどり市漢字Ⅱ 大井 龍起 前橋市前　衛

大崎 友里絵 前橋市かなⅡ佳作賞 大滝 清華 中之条町漢字Ⅰ

大野 池苑 高崎市漢字Ⅰ 岡部 紅麗 伊勢崎市近代詩

奥澤 芳子 みどり市かなⅡ 小倉 聖水 渋川市漢字Ⅱ

小椋 礼子 高崎市前　衛 小澤 春仙 太田市漢字Ⅱ

小澤 昇山 伊勢崎市漢字Ⅰ 小野里 翠弘 藤岡市漢字Ⅰ

尾身 悦子 桐生市漢字Ⅰ 折茂 彩煌 藤岡市大　字

片山 行雲 安中市漢字Ⅱ 片山 哲也 藤岡市刻　字

加藤 佳子 富岡市漢字Ⅰ 加藤 翔風 前橋市刻　字秀作賞

加藤 南風 昭和村漢字Ⅱ 金井 峰山 安中市漢字Ⅱ

金井 瑞代 前橋市前　衛 金子 波江 前橋市かなⅡ

加納 順子 榛東村前　衛 神戸 かおり 富岡市漢字Ⅱ

北 美幸 安中市前　衛 北村 欣子 高崎市かなⅡ

久保田 伸子 高崎市前　衛 栗崎 彩華 みどり市漢字Ⅰ

栗原 心華 伊勢崎市漢字Ⅱ 栗原 りか 渋川市前　衛

桒原 華月 桐生市漢字Ⅱ 小池 朴堂 沼田市漢字Ⅰ

小池 妙春 東吾妻町近代詩 小嶋 虹扇 藤岡市漢字Ⅱ

小嶋 紫香 東吾妻町漢字Ⅰ 小峰 美加子 高崎市かなⅡ

小山 三樂 高崎市前　衛 近藤 テル子 前橋市かなⅡ

齋藤 さち代 高崎市前　衛 斎藤 咲花 高崎市漢字Ⅱ

境野 和子 伊勢崎市かなⅠ秀作賞 坂本 あや子 前橋市かなⅠ

鷺坂 土筆 富岡市大　字 櫻井 恭秀 高崎市漢字Ⅱ

佐々木 麗花 高崎市かなⅠ 佐藤 一戀 富岡市大　字

佐藤 幸風 高崎市漢字Ⅰ 佐藤 成美 長野原町前　衛

佐藤 美恵子 前橋市かなⅡ 佐藤 由美子 安中市前　衛

志鳥 麗峰 みどり市漢字Ⅱ 品田 竹葉 藤岡市漢字Ⅱ

篠原 真美子 高崎市刻　字 篠原 妙水 中之条町刻　字

篠原 玲子 前橋市刻　字 澁澤 亜希子 高崎市大　字

島崎 翠風 安中市漢字Ⅱ毎日賞 清水 幸子 高崎市かなⅡ

七五三木 和翠 沼田市かなⅡ 〆谷 蒼月 桐生市漢字Ⅰ

下谷 友仙 嬬恋村漢字Ⅱ 下谷 友仙 嬬恋村大　字秀作賞

下山 翠波 前橋市漢字Ⅰ 白岩 香代子 藤岡市刻　字

神宮 小華 高崎市漢字Ⅰ 鈴木 辨望 前橋市刻　字

須藤 みどり 高崎市漢字Ⅰ 関 芳香 安中市大　字

関 マツ 中之条町かなⅠ 関根 熈雲 板倉町漢字Ⅰ
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高瀬 享美 渋川市前　衛 高田 虹舟 高崎市漢字Ⅱ

高野 芳苑 桐生市漢字Ⅰ 高野 良子 高崎市刻　字

高橋 信乃 高崎市かなⅠ 高山 紅苑 前橋市漢字Ⅰ

武井 一江 高崎市前　衛 竹市 縁 藤岡市刻　字

楯 秀翠 藤岡市刻　字 田中 允侑子 伊勢崎市大　字

田畑 寿美子 高崎市かなⅠ 田村 民男 渋川市刻　字

千田 翠宇 桐生市漢字Ⅰ 塚田 市枝 高崎市大　字

塚本 ちえ子 藤岡市かなⅡ 月門 英真 桐生市漢字Ⅱ

勅使河原 知翠 沼田市大　字 寺島 洋子 渋川市前　衛佳作賞

東宮 香織 前橋市かなⅡ毎日賞 德江 淳子 伊勢崎市かなⅡ

外處 美恵子 高崎市前　衛 都丸 千秀 高崎市漢字Ⅱ

都丸 史雄 藤岡市刻　字 都丸 真風 渋川市漢字Ⅱ

富澤 白雲 前橋市かなⅡ 友松 青弦 沼田市漢字Ⅱ

戸谷 和枝 太田市かなⅠ 戸谷 禮華 桐生市漢字Ⅱ

永井 伯泉 沼田市かなⅡ 中川 翔恵 高崎市漢字Ⅱ

中里 智香 前橋市かなⅠ佳作賞 中澤 フクエ 前橋市かなⅠ

中嶋 澪 渋川市前　衛 中島 裕心 高崎市漢字Ⅱ

中村 恵翠 伊勢崎市大　字 中村 シゲ子 前橋市かなⅡ

長山 恵翠 前橋市かなⅡ 南雲 星園 前橋市漢字Ⅰ

並木 初江 高崎市漢字Ⅰ 奈良 恒泉 前橋市漢字Ⅰ

丹羽 航宇 桐生市漢字Ⅰ 根本 雅子 高崎市かなⅡ

野口 藝眞 安中市大　字 野口 白陽 東吾妻町近代詩

信太 可奈子 高崎市漢字Ⅱ 花岡 翼 安中市前　衛

土生 橙紅 渋川市近代詩 濱田 陽一 前橋市かなⅡ

早部 朗 前橋市かなⅡ 原口 美秀 前橋市漢字Ⅰ毎日賞

半田 俊子 太田市前　衛 樋口 あゆみ 高崎市前　衛

日比野 美穂 高崎市前　衛 兵藤 泰明 昭和村漢字Ⅱ

平塚 由香 吉岡町前　衛 平林 蓉翠 前橋市かなⅡ

蛭川 友香里 太田市前　衛 廣田 紫 渋川市前　衛

深田 翠葉 太田市漢字Ⅰ 深津 正子 前橋市かなⅠ

福島 和正 高崎市前　衛 藤生 華栄 みどり市近代詩

藤生 由紀子 前橋市かなⅠ 舩津 美代子 前橋市かなⅠ

星野 栄花 前橋市かなⅠ 星野 久実子 沼田市大　字

星野 清蝶 沼田市漢字Ⅱ 星野 正子 前橋市かなⅠ

堀本 幸子 太田市前　衛 本間 城泉 前橋市漢字Ⅱ

本間 みち子 前橋市かなⅠ 真坂 竹風 太田市漢字Ⅱ

真下 清泉 安中市大　字 増田 明翠 桐生市漢字Ⅱ

増山 峯彩 桐生市漢字Ⅱ 松井 久子 高崎市刻　字

松井 妙山 安中市漢字Ⅱ 松浦 大健 館林市近代詩

松田 澄光 みどり市漢字Ⅱ 松田 方子 前橋市刻　字佳作賞

松苗 里奈 高崎市かなⅡ 松本 秀皋 高崎市前　衛

松本 富士子 安中市漢字Ⅱ 丸橋 淞硯 伊勢崎市近代詩

水出 美仙 中之条町漢字Ⅱ 三田 行雲 桐生市漢字Ⅱ

峰岸 薫風 前橋市漢字Ⅱ 宮一 美樹 高崎市漢字Ⅰ

三宅 君子 前橋市かなⅡ 宮崎 春泉 長野原町漢字Ⅰ佳作賞

宮崎 英明 藤岡市かなⅠ 宮崎 文子 高崎市かなⅠ

宮澤 香峰 伊勢崎市大　字 宮澤 黎風 伊勢崎市大　字

矢口 登江 高崎市かなⅡ 山内 誌峰 桐生市漢字Ⅰ

山賀 明美 前橋市かなⅡ 山崎 澄星 東吾妻町近代詩

横尾 芸哥 富岡市大　字 横尾 芸游 富岡市漢字Ⅱ

吉川 恵理子 高崎市前　衛 吉田 香苑 安中市大　字

若松 佳月 安中市大　字 渡邊 雲海 太田市漢字Ⅱ
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宇佐美 里和 高崎市漢字Ⅰ 大井 玲音 前橋市前　衛

折原 成実 榛東村かなⅠ 久保 由梨奈 高崎市かなⅠ

都丸 花凪 前橋市かなⅡ 萩原 美石 安中市大　字

星野 真菜香 沼田市大　字U23新鋭賞 松本 衣理 伊勢崎市大　字

宮崎 龍玄 高崎市漢字Ⅱ
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