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第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

赤井 紅楓 京都市漢字Ⅱ 赤井 紅楓 京都市近代詩

阿部 桃苑 城陽市漢字Ⅱ 荒井 慶子 京都市近代詩

荒井 慶子 京都市漢字Ⅰ 荒木 翠溪 京都市近代詩

井口 静峰 木津川市大　字 石田 潤甫 京都市漢字Ⅰ

石田 千貴 木津川市刻　字 石村 乃緒子 京都市漢字Ⅱ

伊藤 知保 京都市近代詩 井上 東峰 京田辺市近代詩

今子 青佳 京都市近代詩 今西 一智 亀岡市漢字Ⅱ

岩下 華谷 亀岡市近代詩 岩本 遊子 京都市近代詩佳作賞

内海 聖雲 舞鶴市近代詩 梅田 佳邨 京都市漢字Ⅰ

梅原 爽雲 舞鶴市近代詩 大西 晞光 京田辺市大　字

大西 浩司 京都市大　字 岡田 恵華 京都市漢字Ⅱ

小河 博 京都市刻　字 小谷 美穂 宮津市近代詩

糟野 悠泉 京都市かなⅠ 加藤 喜美子 舞鶴市近代詩

加藤 由美子 京都市漢字Ⅱ 上仲 香彩 京都市漢字Ⅱ

川口 紫舟 京丹後市漢字Ⅰ 河崎 古渓 宇治市漢字Ⅰ

川野 千尋 京都市近代詩 北野 景雲 宮津市近代詩

北村 東暉 京都市漢字Ⅰ 窪田 香弘 城陽市刻　字

黒田 ななえ 京都市近代詩 桑野 香風 京都市漢字Ⅰ佳作賞

桑野 香風 京都市漢字Ⅱ 桑野 香風 京都市大　字

小亀 明香 京都市近代詩 後藤 紅華 精華町刻　字

駒月 煌玉 京都市近代詩 近藤 眞由美 京都市漢字Ⅱ

齋藤 珠光 亀岡市近代詩 齋藤 珠光 亀岡市大　字佳作賞

坂田 彩玉 京丹後市漢字Ⅰ 坂本 紅香 京田辺市近代詩

佐藤 真里 京都市漢字Ⅱ 塩見 心華 京都市漢字Ⅰ

篠岡 智子 京都市漢字Ⅱ 柴田 恵美 亀岡市漢字Ⅱ

柴田 柏葉 京丹後市漢字Ⅰ 芝田 美由紀 京都市漢字Ⅰ

芝田 美由紀 京都市近代詩 清水 美奈子 京都市近代詩

白井 佐和子 京都市漢字Ⅱ 新野 清登 京田辺市漢字Ⅱ佳作賞

新野 清登 京田辺市かなⅡ 瀬瀧 來織 京都市近代詩佳作賞

高原 功巳 京都市大　字 竹内 穂波 京都市漢字Ⅱ

田中 瑞雲 京丹後市漢字Ⅰ秀作賞 田中 瞳翠 京丹後市漢字Ⅰ

田仲 凌霽 八幡市漢字Ⅱ 田仲 凌霽 八幡市大　字

田村 皓象 京都市近代詩 近井 青秀 京都市近代詩

近井 青秀 京都市漢字Ⅱ 津国 京子 八幡市近代詩

辻 賀奈子 城陽市漢字Ⅰ 辻本 流泉 城陽市漢字Ⅱ

東山 彩 京都市漢字Ⅱ佳作賞 友國 光雪 大山崎町漢字Ⅱ

永井 富美子 宇治市漢字Ⅱ 中村 葵永 京都市近代詩

新森 春龍 城陽市近代詩 西田 雅芳 京都市近代詩

沼澤 喜美子 京都市近代詩 野澤 麗仙 京都市漢字Ⅱ

浜田 彩雲 京丹後市漢字Ⅰ 早川 利舟 宇治市刻　字

林 花園 長岡京市漢字Ⅱ 林 華風 長岡京市漢字Ⅱ佳作賞

平井 悠谷 宇治市近代詩 平尾 慧雲 舞鶴市近代詩

福地 雅子 京都市漢字Ⅱ 藤嶋 淡月 亀岡市漢字Ⅰ

牧 京篁 亀岡市刻　字 松波 史子 八幡市近代詩

松本 春圃 向日市近代詩 松本 小圓 京田辺市大　字

三富 敏史 精華町漢字Ⅰ 宮崎 裕衛 京都市漢字Ⅱ

向山 翠玲 京都市漢字Ⅰ 村上 緑風 綾部市近代詩

森下 嵐翠 宇治市漢字Ⅰ 森田 節子 京都市近代詩

八木 政治 亀岡市漢字Ⅱ 安田 紅泉 与謝野町近代詩

安田 麗月 八幡市漢字Ⅱ 薮下 芙蓉 京丹後市漢字Ⅰ

山下 桂華 京都市近代詩 山下 紀子 大山崎町近代詩

山根 青坡 京都市漢字Ⅱ 山本 康山 京都市刻　字

吉崎 彩峰 舞鶴市近代詩 吉益 花晨 向日市漢字Ⅱ
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嵐 榴帑 京都市前　衛 龍 八露 京都市漢字Ⅰ

若村 朱春 京都市漢字Ⅰ 和田 桃香 長岡京市近代詩

和田 桃香 長岡京市漢字Ⅱ秀作賞
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岡田 花音 京都市近代詩 小野寺 智美 京都市近代詩

西村 朋香 京都市漢字Ⅱ 森田 真実 八幡市近代詩
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