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相原 白羽 富士吉田市刻　字 浅川 流李 北杜市漢字Ⅰ

浅野 瑞鳳 甲府市大　字 芦澤 采香 富士吉田市刻　字佳作賞

跡部 真粋 甲府市大　字 阿部 玉陽 富士吉田市刻　字

天野 鈴風 山梨市漢字Ⅰ 雨宮 紅華 甲府市漢字Ⅱ

雨宮 栖龍 甲斐市刻　字 雨宮 桃香 山梨市漢字Ⅱ

有泉 淡秋 市川三郷町漢字Ⅰ 有賀 國雄 都留市刻　字

有賀 紫織 山梨市漢字Ⅱ 安藤 桂華 甲斐市大　字

井川 蓮水 昭和町漢字Ⅱ 井川 蓮水 昭和町漢字Ⅰ

石川 栖湖 富士川町大　字 石沢 秋桜 富士川町漢字Ⅱ

石沢 清拙 富士川町漢字Ⅱ 伊藤 梨花 上野原市大　字

伊藤 梨奈 上野原市大　字 今井 透華 南アルプス市大　字

今村 春渓 甲州市漢字Ⅱ 岩間 湛教 富士川町漢字Ⅱ

岩間 湛教 富士川町大　字佳作賞 上杉 爽苑 甲府市漢字Ⅱ

梅原 天暢 西桂町刻　字 大久保 忠芳 甲府市篆　刻

大澤 美水 都留市漢字Ⅰ 岡崎 萌抄 富士吉田市刻　字

岡部 美翔 甲府市漢字Ⅱ 荻野 裕彩 甲府市漢字Ⅰ

長田 霞月 中央市漢字Ⅰ 長田 紫彩 山中湖村漢字Ⅰ

長田 草水 大月市漢字Ⅰ 織田 和博 富士吉田市刻　字

落合 月花 南アルプス市大　字 落合 月花 南アルプス市漢字Ⅱ佳作賞

小野 火炎 南アルプス市漢字Ⅱ 小野 火炎 南アルプス市大　字秀作賞

小俣 紫月 富士吉田市漢字Ⅰ 小俣 朱菫 都留市刻　字

笠井 抱月 富士川町漢字Ⅱ 笠井 抱月 富士川町大　字佳作賞

勝俣 白英 富士吉田市刻　字佳作賞 桂田 江揚 甲府市大　字

加藤 一雄 都留市刻　字 金丸 探龍 南アルプス市大　字

上岡 美翠 富士吉田市刻　字 喜多村 亮 富士吉田市刻　字

久保田 玄曜 甲府市漢字Ⅱ 久保田 玄曜 甲府市大　字

久保田 松華 笛吹市漢字Ⅱ 久保田 松華 笛吹市大　字

窪田 博堂 山梨市漢字Ⅱ 熊谷 夏帆 笛吹市大　字

桑原 紫雲 富士吉田市刻　字 弦間 虹華 中央市大　字

小池 英二 甲府市大　字 甲田 春華 甲府市大　字

河野 青琴 富士吉田市刻　字 小島 芳園 甲府市大　字

後藤 友昭 都留市刻　字 後藤 良宵 山中湖村刻　字

齊藤 風蓮 身延町大　字 佐久間 秀泉 山梨市漢字Ⅱ

佐野 華黄 山梨市大　字 佐野 栖虹 大月市大　字

塩澤 佐月 富士川町漢字Ⅱ 清水 抱泉 甲斐市漢字Ⅱ

志村 松雪 富士吉田市刻　字毎日賞 志村 昭南 甲府市漢字Ⅰ

白鳥 嶺琥 富士河口湖町刻　字 新藤 玉蓮 甲府市漢字Ⅱ

曽根 光軒 都留市漢字Ⅰ 高木 裕康 北杜市刻　字

高野 蕗風 笛吹市大　字 高橋 嘯月 甲府市大　字

高橋 嘯月 甲府市漢字Ⅱ秀作賞 高村 景光 富士吉田市刻　字

高栁 翠芳 甲府市漢字Ⅰ 瀧口 玄香 忍野村大　字毎日賞

滝口 信龍 甲府市大　字 舘野 錦繍 富士吉田市刻　字

田中 華漣 大月市大　字 田中 渓香 甲州市前　衛

田村 條子 甲府市近代詩 千野 悠情 北杜市漢字Ⅱ

土屋 碧舟 富士吉田市刻　字 角田 栖華 甲府市刻　字

遠山 緑箏 富士吉田市刻　字 外川 幻炎 市川三郷町大　字

外川 天葉 富士河口湖町大　字 中込 嶺軒 甲斐市漢字Ⅰ

仲沢 眞華 甲府市漢字Ⅰ 中島 尋泉 韮崎市近代詩

永田 英樹 甲府市刻　字 中野 青邦 忍野村刻　字

中野 美香 南アルプス市漢字Ⅱ 名取 千秋 昭和町漢字Ⅰ

新津 心泉 富士吉田市刻　字 西室 恵泉 南アルプス市漢字Ⅱ

野澤 龍起 甲斐市漢字Ⅱ 野中 光香 都留市漢字Ⅰ

八田 清風 富士吉田市刻　字 東村 探真 南アルプス市大　字
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樋口 月曄 南アルプス市大　字 平井 聚堂 北杜市近代詩

平賀 理耿 甲府市大　字 平沼 京子 甲斐市かなⅡ

廣瀬 晴苑 甲斐市漢字Ⅰ 廣瀬 清晞 南アルプス市大　字

深川 由美子 昭和町漢字Ⅱ 福田 秀萌 大月市大　字

祝 豊香 北杜市漢字Ⅰ 保坂 香葉 甲斐市漢字Ⅰ

星野 清河 富士吉田市刻　字 星野 美泉 甲府市大　字

堀田 耕悦 南アルプス市篆　刻 堀田 耕悦 南アルプス市刻　字

堀内 白水 甲州市漢字Ⅱ 本間 裕教 山梨市刻　字

前嶋 東元 昭和町漢字Ⅰ 前村 琇玉 甲斐市大　字

正木 白鈴 大月市漢字Ⅱ 丸山 玲舟 甲府市漢字Ⅱ

三科 彩虹 甲州市漢字Ⅰ 三井 桜泉 北杜市漢字Ⅰ

三井 春草 北杜市かなⅠ 宮下 秀風 富士吉田市刻　字

宮下 青風 富士吉田市刻　字 宮下 蒼石 富士吉田市大　字

宮原 蒼映 大月市大　字 望月 紫扇 大月市刻　字

望月 星坡 大月市大　字 望月 麗葩 大月市大　字

森本 李世 甲斐市近代詩 谷越 玄鳥 甲府市近代詩

安江 白峰 富士吉田市刻　字 梁池 蕙泰 甲府市漢字Ⅱ

山口 恵芳 甲府市漢字Ⅰ 箭本 翠明 甲府市大　字

吉川 依空 甲府市近代詩 米 朝白 南アルプス市漢字Ⅰ

渡辺 玄洲 富士吉田市刻　字 渡辺 修景 富士吉田市刻　字

渡辺 寿光 甲府市漢字Ⅱ 渡辺 春風 富士吉田市刻　字

渡部 星妃 大月市大　字 渡辺 大我 富士吉田市刻　字

渡辺 丹葉 富士吉田市刻　字 渡辺 白雲 富士吉田市刻　字

渡辺 華 甲府市近代詩 渡邉 美虹 忍野村大　字

渡辺 麗水 富士川町大　字

2/3 ページ



山梨県 （Ｕ23）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青栁 翔大 南アルプス市大　字 上條 萌詠 大月市大　字U23新鋭賞

小林 優日 大月市大　字 坂本 愛実 大月市大　字

佐野 日菜 大月市大　字 平本 真理子 中央市漢字ⅠU23毎日賞

三浦 恵琳 大月市大　字 宮川 彩葩 笛吹市漢字Ⅰ

宮川 伶郁 笛吹市漢字Ⅰ 山本 悠希 大月市大　字

分部 颯也 富士吉田市刻　字 渡邉 絢野 忍野村大　字

大月市大　字 大月市漢字Ⅱ

渡邉 大翔 忍野村刻　字
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