
長野県 （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 文子 須坂市漢字Ⅱ 赤坂 千秋 辰野町大　字

浅野 柏鳳 佐久市刻　字 安藤 紅咲 安曇野市漢字Ⅰ

安藤 蒼雪 松本市漢字Ⅰ 池田 正 松本市篆　刻

石原 恭茜 飯田市漢字Ⅰ 石原 翆佳 松本市漢字Ⅰ

磯尾 翔鶴 塩尻市漢字Ⅰ 板倉 里美 中川村漢字Ⅱ

伊藤 桂月 南箕輪村刻　字 伊藤 素琴 諏訪市近代詩

伊藤 美智子 伊那市かなⅡ 岩井 孝雪 木曽町刻　字

臼井 碩山 麻績村漢字Ⅰ 宇留賀 樹雪 松本市近代詩

岡田 蕙雪 伊那市大　字 奥原 悠斗 松本市近代詩

小澤 玄碩 松本市漢字Ⅰ 小澤 明泉 辰野町大　字

小野 千峰 安曇野市漢字Ⅰ 笠原 志遼 岡谷市近代詩

春日 麗穂 飯田市漢字Ⅰ 門脇 麗彗 岡谷市漢字Ⅰ

上條 果泉 朝日村近代詩 北川 蘭花 箕輪町大　字

楠見 真代 松本市近代詩 工藤 絹香 安曇野市近代詩

熊谷 直美 駒ヶ根市大　字 小池 明煌 諏訪市大　字

小林 穹人 松本市漢字Ⅱ 小林 研堂 佐久市漢字Ⅱ

小林 彩湖 塩尻市漢字Ⅱ 小林 双美 飯田市漢字Ⅱ

小松 薫雲 松本市漢字Ⅰ 小山 翠煌 松本市漢字Ⅱ

齋藤 梓仙 松本市刻　字 斉藤 青藍 安曇野市漢字Ⅰ

斎藤 実 松本市大　字 酒井 梅祥 安曇野市漢字Ⅰ

櫻井 義山 松本市漢字Ⅰ 櫻井 葉夏 飯田市漢字Ⅰ

佐々木 明美 松本市前　衛佳作賞 佐々木 司風 安曇野市かなⅡ

雫田 煌山 佐久市刻　字 下川 幸都 諏訪市近代詩

下里 真匠 安曇野市刻　字 巣山 溪舟 松本市漢字Ⅰ

関 侶情 茅野市近代詩 曽根 冬山 千曲市刻　字

高橋 節子 下諏訪町近代詩佳作賞 高林 光粋 岡谷市漢字Ⅰ

武川 千鳳 松本市漢字Ⅱ 武田 志畊 諏訪市近代詩

田畑 梓麗 松本市漢字Ⅰ 珠田 尚美 青木村かなⅠ

土屋 祐子 佐久市近代詩 都々地尾 支芳 筑北村漢字Ⅰ佳作賞

富川 圭澄 松本市漢字Ⅰ 中澤 麗香 小諸市漢字Ⅰ

長澤 彩虹 大町市漢字Ⅰ 中島 紅扇 松本市漢字Ⅰ

中島 紅風 岡谷市漢字Ⅰ 中村 季風 松本市漢字Ⅱ

新村 翔鶴 松本市漢字Ⅰ 西村 達也 辰野町大　字佳作賞

野澤 珠幸 茅野市近代詩 野溝 香燿 伊那市漢字Ⅰ

野溝 萌春 伊那市刻　字 長谷川 裕子 安曇野市大　字

原 聖香 松本市漢字Ⅰ 樋口 幽珉 茅野市近代詩

平倉 明楓 安曇野市大　字 福澤 恵美 伊那市漢字Ⅰ

二木 光子 松本市近代詩 古田 峻鐘 塩尻市漢字Ⅰ

細萱 筍石 佐久市刻　字 細野 智遥 松本市近代詩

細野 凌碧 松本市漢字Ⅰ 牧 一恵 茅野市漢字Ⅰ

水口 碧光 松本市篆　刻 三村 大愉 朝日村漢字Ⅰ

宮坂 松径 松本市刻　字 宮澤 真泉 飯田市漢字Ⅰ

宮下 安祥 松本市漢字Ⅱ 村上 悠映 長野市漢字Ⅰ

毛利 蛍秀 箕輪町大　字 百瀬 景園 松本市漢字Ⅱ

森 一径 伊那市刻　字 森山 聡順 飯田市漢字Ⅰ

両角 妙子 茅野市近代詩佳作賞 柳 杏秋 小諸市漢字Ⅰ

柳澤 華穂 松本市漢字Ⅰ 柳澤 支幹 筑北村漢字Ⅱ

矢彦澤 満 塩尻市大　字佳作賞 山田 孤舟 松本市漢字Ⅰ

山田 明雪 茅野市大　字 山辺 光星 塩尻市漢字Ⅰ

横川 鈴悠 安曇野市漢字Ⅰ毎日賞 吉江 縫夢 茅野市近代詩
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笠原 志鵬 岡谷市近代詩 平出 隼輝 諏訪市近代詩U23新鋭賞

2/2 ページ


