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第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 淳子 高岡市近代詩 淺田 青霄 南砺市近代詩

芦田 裕美 砺波市前　衛 安宅 泰子 富山市漢字Ⅱ

跡治 宗和 富山市篆　刻 荒井 美虹 滑川市漢字Ⅱ

新井 優子 富山市漢字Ⅱ 在田 浩美 朝日町近代詩

飯野 恭子 富山市漢字Ⅱ 五十井 玲衣 魚津市近代詩

五十里 翠篁 高岡市近代詩 池崎 理恵 富山市近代詩

池田 弥生 富山市大　字 池田 幸恵 富山市大　字

石浦 光風 黒部市大　字 石坂 和泉 滑川市大　字

石田 輝生 立山町漢字Ⅱ 石田 早織 小矢部市大　字

石見 淳峰 氷見市かなⅠ 石見 淳峰 氷見市かなⅡ

板坂 聡苑 射水市近代詩 板橋 登志 南砺市前　衛

市井 芳美 富山市漢字Ⅱ佳作賞 伊東 真利子 富山市かなⅡ

稲葉 秋桜 富山市大　字 稲葉 寿江 立山町漢字Ⅱ

稲見 幸道 射水市大　字 井村 明日香 南砺市前　衛

岩崎 靖子 魚津市近代詩 上田 清子 立山町漢字Ⅱ

上田 和有 富山市大　字 上野 弘苑 富山市大　字

上野 幸弘 高岡市漢字Ⅱ 内山 葵 南砺市前　衛

梅崎 正子 魚津市近代詩 梅原 清雅 南砺市近代詩

梅本 春瑤 富山市かなⅡ 老田 玲經 富山市大　字

大江 祐希 魚津市近代詩 太田 光風 富山市近代詩

大床 蘭水 黒部市漢字Ⅱ 大場 珠櫻 富山市漢字Ⅱ

大村 虹鷺 富山市近代詩 岡本 晃山 魚津市近代詩

岡本 博重 上市町篆　刻秀作賞 奥村 良江 高岡市漢字Ⅱ

小田 睦水 富山市漢字Ⅱ 小竹 春楊 富山市漢字Ⅱ

尾花 美水 富山市漢字Ⅱ 尾山 香裕 射水市大　字

加古 春在 富山市大　字 川岸 松苑 射水市大　字

川口 花穂 高岡市近代詩 川口 美翠 富山市近代詩

神田 夕照 富山市漢字Ⅱ 岸 渼 南砺市前　衛

北川 彩風 富山市大　字 北村 民子 射水市前　衛

絹谷 恵津 砺波市前　衛 京藤 志貫 立山町漢字Ⅱ

楠 翠魚 魚津市近代詩 倉科 白琉 富山市大　字

倉田 智香子 入善町近代詩 栗原 美遊 射水市近代詩佳作賞

栗山 明之 魚津市漢字Ⅱ 源甲斐 裕華 富山市近代詩

剱村 翠泉 富山市近代詩 子川 真成 射水市漢字Ⅱ

小西 絹香 富山市漢字Ⅱ 小森 香里 富山市かなⅡ

小谷内 勝 高岡市前　衛 佐伯 福寿 立山町漢字Ⅱ

酒井 汀花 上市町近代詩 酒井 祐輔 富山市漢字Ⅱ

坂井 玲華 富山市近代詩 坂田 正博 富山市漢字Ⅱ

坂林 雅翠 立山町漢字Ⅱ 坂本 秀嵐 朝日町近代詩

笹川 仁寿 黒部市大　字 佐藤 紅峰 富山市近代詩

佐野 彩巴 富山市近代詩 佐野 恵 射水市大　字

澤田 昭泉 南砺市前　衛 澤田 信夫 富山市漢字Ⅱ

澤谷 煌華 朝日町近代詩佳作賞 四十万 真由美 滑川市近代詩佳作賞

篠田 俊美 富山市大　字 柴田 翠汀 立山町近代詩

柴田 智子 立山町篆　刻 柴野 翠坡 滑川市近代詩

島谷 宗翠 富山市漢字Ⅱ 清水 翠香 富山市大　字

尚和 安之 射水市漢字Ⅱ 城石 蒼風 富山市漢字Ⅱ

新川 彩花 射水市近代詩 世古口 悠鶴 富山市漢字Ⅱ

大門 香舞 魚津市漢字Ⅱ 大門 翠香 射水市近代詩

高井 天江 氷見市漢字Ⅱ 高岡 君子 富山市漢字Ⅱ

高木 政行 高岡市漢字Ⅱ 高田 紀子 富山市漢字Ⅱ

高野 夏嶂 富山市近代詩 高野 晶葉 富山市漢字Ⅱ

高野 久子 富山市漢字Ⅱ 竹内 啓峯 射水市漢字Ⅱ
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竹内 芳潤 富山市近代詩 竹下 絵美 富山市大　字

竹田 知美 高岡市前　衛 竹林 秀峰 富山市大　字

武原 白汀 富山市大　字 武部 蓁翠 高岡市近代詩

竹村 玉楊 富山市近代詩 立 華奈 富山市近代詩

田中 華泉 高岡市漢字Ⅱ 田中 幸寿 黒部市大　字

谷口 愼也 富山市大　字 谷口 愼也 富山市漢字Ⅱ佳作賞

谷澤 翠慧 氷見市近代詩 谷村 洸晶 富山市漢字Ⅱ

田村 寿聖 射水市大　字 田村 由紀 富山市漢字Ⅱ

津田 信也 射水市前　衛 土田 泰美 富山市大　字

土永 由紀江 南砺市近代詩 釣 恵鳳 富山市大　字

寺井 美峰 富山市漢字Ⅱ 土肥 康範 立山町篆　刻

土井 美泉 滑川市前　衛 富田 一象 南砺市漢字Ⅱ

永井 成志 富山市漢字Ⅱ佳作賞 中尾 千晶 立山町大　字佳作賞

中河 美樹 南砺市近代詩 中川 育代 富山市漢字Ⅱ

小矢部市近代詩 中島 碧水 富山市漢字Ⅱ

中瀨 汀寿 黒部市大　字 中曽根 一悠 富山市大　字

中田 久美子 富山市大　字 中田 啓子 富山市近代詩

中田 心耕 南砺市近代詩 長田 勝行 魚津市近代詩

中野 新雪 富山市近代詩 中村 翠絖 高岡市漢字Ⅱ

中屋 美恵子 南砺市かなⅡ 鍋山 睦月 富山市漢字Ⅰ

西島 永恵 砺波市前　衛 西村 紀水 南砺市前　衛

西村 裕子 富山市漢字Ⅱ 蜷川 理恵 滑川市近代詩

布瀬 護 富山市漢字Ⅱ 野坂 史賀 滑川市漢字Ⅱ

萩野 裕起 富山市漢字Ⅱ 長谷川 華山 富山市篆　刻

長谷田 泰男 高岡市漢字Ⅱ 濱田 訓範 魚津市漢字Ⅱ

濱谷 富美 富山市大　字 林 櫻華 富山市漢字Ⅱ

林 弘美 富山市漢字Ⅱ 菱田 春渓 上市町大　字

日南田 清風 富山市篆　刻 姫野 華萃 射水市近代詩

日向 魁石 富山市漢字Ⅱ 平井 珠汀 富山市大　字

平井 朋華 富山市篆　刻 広田 嵩 南砺市前　衛

深松 慶子 高岡市前　衛 福岡 一峰 富山市篆　刻

福田 夏生 射水市前　衛毎日賞 袋 瞳 高岡市漢字Ⅱ

藤井 菁紅 富山市大　字 藤井 碧峰 砺波市漢字Ⅱ

藤井 碧峰 砺波市近代詩 藤川 早苗 富山市近代詩

藤川 洋作 射水市漢字Ⅱ 藤田 清耿 富山市大　字

二上 英子 滑川市漢字Ⅱ 舟崎 聖汀 富山市大　字

古川 桃汀 富山市大　字 堀 一美 富山市漢字Ⅱ

本郷 祥苑 射水市大　字 前川 可成 射水市漢字Ⅱ

政二 紅彩 富山市近代詩 松尾 萌夏 富山市漢字Ⅱ

松下 花穂 富山市大　字 松島 久子 上市町漢字Ⅱ

松原 美園 立山町大　字 松本 桃風 魚津市大　字佳作賞

松森 游仙 富山市大　字 松山 楊華 富山市近代詩

三田 章汀 富山市大　字 南 紅邨 富山市大　字

美濃 恵翠 富山市大　字秀作賞 宮岸 由貴 南砺市漢字Ⅱ

宮成 暢虹 富山市近代詩 宮本 花穂 富山市漢字Ⅱ

宮本 淳子 富山市近代詩 宮本 梨香 富山市近代詩

三好 翠晄 高岡市漢字Ⅱ 村田 昇治 富山市漢字Ⅱ

村田 結霞 富山市近代詩 村山 玉瑤 富山市かなⅡ

森 和泉 富山市漢字Ⅱ 森田 康子 富山市近代詩

森寺 祐子 氷見市漢字Ⅰ秀作賞 八木 素柳 富山市大　字

安田 有希 富山市近代詩秀作賞 安田 瑠璃 高岡市近代詩

安吉 翠泉 富山市大　字毎日賞 柳瀬 佳雲 富山市漢字Ⅱ

柳清 久遠 高岡市漢字Ⅱ 山崎 華心 富山市大　字
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山崎 桂花 富山市大　字 山崎 友香 立山町近代詩

山下 圭子 富山市漢字Ⅱ 山田 鈴子 南砺市近代詩

山名 紅楊 富山市近代詩 山室 雅美 富山市大　字

山本 賢司 入善町篆　刻 吉川 仁美 富山市大　字

吉崎 悠華 富山市大　字佳作賞 吉田 美月 富山市漢字Ⅱ

吉田 拓子 富山市近代詩 吉田 好子 高岡市前　衛

吉本 春翠 富山市近代詩 若崎 香林 立山町大　字

若林 有佳 高岡市漢字Ⅱ 渡辺 妍華 高岡市漢字Ⅱ

渡部 祐理 富山市漢字Ⅱ
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上田 美沙希 南砺市前　衛 大島 千明 富山市かなⅡ

奥野 駿介 氷見市漢字Ⅱ 河上 史奈 富山市漢字Ⅱ

川口 流霞 黒部市大　字 川原 桃香 黒部市漢字Ⅱ

黒田 真央 富山市漢字Ⅱ 黒田 南歩 滑川市近代詩

小坂 美玖 魚津市近代詩 酒井 杏菜 富山市近代詩

酒井 瑞穂 富山市漢字Ⅱ 澤崎 愛菜 魚津市漢字Ⅱ

澤崎 優衣菜 魚津市漢字Ⅱ 須藤 有優美 射水市前　衛

須藤 瑞季 射水市前　衛 竹原 佳祐 南砺市前　衛

栂野 里華 富山市大　字 蒔崎 奈桜 魚津市漢字Ⅱ

町口 李音 射水市漢字Ⅱ 松村 妙子 高岡市漢字ⅡU23毎日賞

八木 仁志 富山市漢字Ⅱ 山田 美優 富山市大　字
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