
兵庫県 （会友公募・公募）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

赤松 白鳩 稲美町漢字Ⅰ 浅野 梢聲 上郡町漢字Ⅰ

浅野 蘭子 神戸市近代詩 朝若 清楓 上郡町漢字Ⅰ佳作賞

穴田 尚子 神戸市前　衛秀作賞 新井 美炎 西宮市前　衛

新井 美炎 西宮市漢字Ⅱ 荒木 玲香 西宮市漢字Ⅱ

安野 青遥 加古川市漢字Ⅰ 壱岐 翠苑 三田市前　衛

壱岐 翠苑 三田市漢字Ⅱ毎日賞 伊木 良子 川西市大　字

池田 安澄 三木市前　衛 池田 まゆみ 養父市前　衛

池本 道子 丹波篠山市近代詩 石井 窓月 神戸市前　衛

石井 敏子 神戸市前　衛 石井 碧翠 神戸市漢字Ⅰ

石川 昭代 神戸市前　衛秀作賞 伊集院 高子 神戸市前　衛

井関 まき子 神戸市前　衛 伊勢田 昇華 姫路市漢字Ⅰ

磯本 明扇 神戸市大　字 伊藤 瓷象 宝塚市近代詩

稲角 由美子 三田市漢字Ⅱ 稲葉 保子 神戸市前　衛

井上 琴琇 神戸市漢字Ⅰ 井上 夙沙 姫路市大　字

井上 夙沙 姫路市漢字Ⅰ 井上 草風 神戸市漢字Ⅰ

井上 政行 小野市前　衛 井上 由美子 神戸市前　衛

井上 吏翠 姫路市漢字Ⅰ 入野 紫幸 西宮市かなⅡ佳作賞

入野 紫幸 西宮市近代詩 上田 香雅 たつの市漢字Ⅰ

上田 松雪 西宮市漢字Ⅱ 上平 泰雅 尼崎市大　字秀作賞

鵜川 大輝 神戸市漢字Ⅰ 鵜川 大輝 神戸市篆　刻

鵜川 大輝 神戸市漢字Ⅱ 右京 かえで 神戸市漢字Ⅰ

梅本 光充 たつの市漢字Ⅱ 円丁 利香 三田市漢字Ⅱ

大内 なぎさ 芦屋市前　衛 太田 香蘭 尼崎市かなⅠ

太田 洋子 芦屋市漢字Ⅱ 大高 墨苑 尼崎市大　字

大塚 恵子 尼崎市漢字Ⅱ 大塚 恵子 尼崎市前　衛

大西 弘泉 姫路市漢字Ⅰ 大橋 香峰 明石市近代詩秀作賞

岡谷 美鈴 明石市漢字Ⅰ 岡部 和恵 神戸市前　衛

岡部 武司 神戸市前　衛 岡本 香泉 豊岡市漢字Ⅰ

岡本 翠華 神戸市大　字 岡本 洋子 明石市漢字Ⅰ

小河 芳華 上郡町漢字Ⅰ 沖汐 豊美 神戸市漢字Ⅱ秀作賞

沖田 寿江 神戸市前　衛佳作賞 奥崎 真弓 三木市前　衛毎日賞

奥藤 忍 養父市近代詩 小田 美貴 西宮市大　字

小野山 遙華 西宮市前　衛 香川 寿代 神戸市前　衛

垣内 翠峰 加西市近代詩 笠松 彩華 神戸市漢字Ⅰ

梶川 宏樹 神戸市前　衛 樫木 和尋 神戸市漢字Ⅰ

柏木 泰子 神戸市漢字Ⅱ 柏木 泰子 神戸市前　衛佳作賞

片岡 万馨 宝塚市漢字Ⅰ 加藤 ひとみ 神戸市前　衛

加藤 瑶春 神戸市漢字Ⅰ 萱原 京香 姫路市漢字Ⅰ

河合 真紀子 豊岡市かなⅡ 川上 節苑 川西市漢字Ⅱ

川岸 草閣 川西市漢字Ⅱ 川崎 穆風 神戸市漢字Ⅱ

川島 紅鶴 三田市漢字Ⅱ 川島 三佳 神戸市前　衛

川西 文子 神戸市前　衛 簡 康恵 神戸市漢字Ⅱ佳作賞

菅野 漠水 西宮市漢字Ⅱ 木岡 走篤 神戸市漢字Ⅰ

木多 至妙 市川町漢字Ⅰ 北岡 洋子 明石市前　衛佳作賞

衣笠 まり子 神戸市前　衛 京山 寶龍 宝塚市近代詩

楠 泰明 川西市漢字Ⅱ 楠 泰明 川西市近代詩秀作賞

工藤 藤径 神戸市かなⅡ 国光 明珠 姫路市漢字Ⅰ

栗山 碧泉 播磨町漢字Ⅰ 小出水 博 稲美町漢字Ⅰ秀作賞

幸前 嘉代子 神戸市漢字Ⅱ 郡 直巳 尼崎市刻　字

古賀 小春 西宮市大　字 小島 裕子 宝塚市前　衛

小寺澤 寿茜 姫路市漢字Ⅰ 小西 仙露 明石市漢字Ⅰ

小西 幸子 神戸市前　衛 湖山 美月 神戸市前　衛

佐伯 京子 神戸市前　衛 坂口 恵子 加古川市漢字Ⅰ
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坂田 南景 神戸市漢字Ⅰ 佐古田 紅芳 丹波篠山市近代詩

佐々木 理 明石市漢字Ⅰ 佐々木 梅香 西宮市漢字Ⅰ

佐田谷 佳舟 川西市漢字Ⅱ 佐藤 圭水 宝塚市大　字

佐野 久美子 神戸市近代詩 佐野 恵子 神戸市近代詩

塩田 桜佳 高砂市漢字Ⅰ 柴田 子香 たつの市漢字Ⅰ

柴田 享洋 明石市前　衛 治部 香娥 加古川市漢字Ⅰ

嶋田 栄子 たつの市前　衛 島津 照奏 西宮市漢字Ⅱ

島津 照奏 西宮市かなⅡ 島津 照奏 西宮市近代詩

清水 紫水 西宮市漢字Ⅰ 庄司 松泉 西宮市漢字Ⅰ

庄司 松泉 西宮市漢字Ⅱ毎日賞 庄司 松泉 西宮市近代詩

城 由布子 西宮市前　衛 白水 玲秀 姫路市漢字Ⅰ

杉本 暉風 加古川市漢字Ⅰ 杉本 碧葉 神戸市漢字Ⅱ

杉山 由美子 尼崎市前　衛 輔信 尚子 三木市漢字Ⅱ

瀬尾 京子 伊丹市漢字Ⅱ 妹尾 和賀子 神戸市漢字Ⅱ

関本 久美子 神戸市前　衛 高郷 久郎 三木市前　衛

高橋 煌月 相生市漢字Ⅰ 高橋 穂風 川西市漢字Ⅱ

高橋 剛志 神戸市前　衛 高橋 正 西宮市近代詩

竹内 宏之 神戸市近代詩佳作賞 竹内 宏之 神戸市篆　刻

竹内 宏之 神戸市大　字 竹田 愛扇 尼崎市大　字

竹原 敬子 西宮市漢字Ⅱ 但馬 正子 神戸市前　衛

橘 万由美 神戸市前　衛 達富 華苑 豊岡市漢字Ⅰ

田中 小曄 加古川市漢字Ⅰ 田中 敏子 神戸市前　衛

棚田 美穂 西宮市漢字Ⅱ 谷本 貴代美 三木市漢字Ⅱ

丹羽 朱紅 相生市漢字Ⅰ 津田 小瑛 三木市近代詩

津田 麗波 神戸市漢字Ⅰ 土田 芳重 西宮市大　字

坪野 玉蘭 明石市漢字Ⅰ 寺谷 奈央 赤穂市漢字Ⅰ

天満 瑶蘭 宝塚市近代詩佳作賞 東郷 武 宝塚市漢字Ⅰ

東條 三紀子 神戸市前　衛 東條 三紀子 神戸市漢字Ⅱ

時枝 麗春 明石市漢字Ⅰ 徳本 彩舟 西宮市近代詩

富田 流香 たつの市漢字Ⅰ 冨永 晃子 神戸市近代詩

冨永 晃子 神戸市漢字Ⅱ 冨原 扇水 神戸市大　字

登利 和子 神戸市前　衛 中尾 心映 宝塚市かなⅡ佳作賞

長尾 君枝 西宮市かなⅡ 中嶋 京子 たつの市前　衛

中田 歩鳳 神戸市大　字 中谷 文香 神戸市漢字Ⅱ

中塚 京子 加古川市漢字Ⅰ 中西 碧桐 宝塚市かなⅡ

中西 春雷 姫路市漢字Ⅱ 中野 眞理子 養父市漢字Ⅱ

中村 友紀 加古川市漢字Ⅰ 南木 苑風 神戸市漢字Ⅰ

浪松 紅寅 三田市漢字Ⅱ 成川 渓雪 西宮市篆　刻

成川 渓雪 西宮市漢字Ⅱ 南野 和翠 西宮市近代詩

南野 和翠 西宮市かなⅡ 西垣 順子 朝来市近代詩

西村 透 神戸市前　衛 根木 白楊 尼崎市漢字Ⅰ

野田 栄花 尼崎市漢字Ⅰ 畑中 永美子 芦屋市大　字

濱田 鼓光 神戸市漢字Ⅰ 濱田 美代 明石市前　衛

濱村 愛扇 伊丹市かなⅡ 林 恵子 尼崎市近代詩

速水 青岬 明石市漢字Ⅰ 原田 豊 川西市漢字Ⅰ

東山 清華 神戸市前　衛 平井 華恵 宝塚市前　衛

深澤 粲花 尼崎市漢字Ⅱ 深田 楚楓 川西市前　衛

福井 峰月 宝塚市漢字Ⅱ 福岡 清梅 西宮市かなⅡ

福島 久美子 神戸市漢字Ⅱ 福田 純子 福崎町近代詩

福中 紫秀 三田市前　衛 福中 紫秀 三田市漢字Ⅱ

福永 歳寒 姫路市漢字Ⅱ 藤岡 五峯 西宮市漢字Ⅰ

藤川 八重子 小野市前　衛佳作賞 藤澤 浩章 丹波市前　衛

藤田 智子 西宮市漢字Ⅱ 藤谷 可奈 加古川市漢字Ⅰ
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藤本 浩絵 三木市漢字Ⅱ 藤原 香楓 神戸市漢字Ⅰ

藤原 幸凛 加古川市漢字Ⅱ 古家 千恵子 神戸市前　衛

古家 由佳子 神戸市前　衛 保城 皋苑 神戸市前　衛

保城 皋苑 神戸市漢字Ⅱ 細木 高城 猪名川町近代詩

前田 英代 加古川市近代詩 牧川 逢扇 宝塚市漢字Ⅱ

牧志 紫仙 三田市漢字Ⅱ 増田 奈々子 尼崎市前　衛

松尾 紫香 神戸市漢字Ⅰ 松尾 宥心 加古川市漢字Ⅰ

松岡 章子 芦屋市漢字Ⅱ 松岡 美幸 神戸市前　衛

松川 浩翠 姫路市近代詩 松下 博子 姫路市漢字Ⅰ

松原 虞白 尼崎市漢字Ⅰ 松本 佳世子 芦屋市前　衛

松本 清美 神戸市前　衛 松元 秀桂 神戸市漢字Ⅰ

眞鍋 昌子 神戸市前　衛 真野 琴子 神戸市漢字Ⅰ

圓尾 聴春 西宮市近代詩 三枝 顯太郎 川西市漢字Ⅱ

三上 芳 伊丹市漢字Ⅱ 三木 吟月 神戸市漢字Ⅱ佳作賞

三木 吟月 神戸市漢字Ⅰ 三木 奈美 神戸市前　衛

水田 千春 養父市近代詩 溝辺 菫生 加西市漢字Ⅰ

光信 保子 神戸市前　衛 南 陽春 伊丹市かなⅡ

三村 朝苔 神戸市漢字Ⅱ 宮城 佳豊 尼崎市近代詩

三宅 由姫 加西市近代詩 宮下 佳香 加古川市近代詩

向畑 奏風 尼崎市かなⅡ 恵美 純子 神戸市前　衛秀作賞

本溜 祥雲 宝塚市漢字Ⅱ 森 大誠 淡路市かなⅡ

森内 瑞芳 神戸市漢字Ⅰ 森田 夏山 稲美町漢字Ⅰ

森田 古径 猪名川町漢字Ⅱ 八木 隆幸 神戸市前　衛

安井 敦香 宝塚市大　字佳作賞 安田 壽巳江 神戸市前　衛

安田 隆炫 神戸市漢字Ⅰ 八十島 聖子 西宮市前　衛

矢谷 愛子 明石市前　衛 山崎 忠厚 西宮市近代詩

山崎 紘子 神戸市前　衛佳作賞 山路 希煌 神戸市漢字Ⅰ佳作賞

山添 翠芳 西宮市漢字Ⅱ 山田 拓子 神戸市近代詩

山根 洋子 神戸市漢字Ⅱ 山本 起峰 芦屋市大　字

山本 真弓 三木市漢字Ⅱ 山本 好永 三田市漢字Ⅱ

山本 好永 三田市前　衛 横山 みさ 宝塚市かなⅡ

吉田 凌駕 豊岡市漢字Ⅰ 吉積 景泉 神戸市かなⅡ

若松 好雪 加古川市漢字Ⅰ 和多田 尚司 豊岡市近代詩

渡部 玉葉 三木市漢字Ⅱ 渡邉 麗花 神戸市漢字Ⅰ

3/4 ページ



兵庫県 （Ｕ23）

第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

石田 瞳 西宮市漢字Ⅱ 井上 花香 宝塚市漢字Ⅱ

井上 陽香 加古川市漢字Ⅰ 今岡 嵯和子 神戸市近代詩

大野 詩織 神戸市漢字ⅡU23奨励賞 大野 詩織 神戸市近代詩

大橋 乃々香 神戸市近代詩 片岡 想愛 神戸市漢字Ⅱ

苅田 庄太 加古川市漢字Ⅰ 苅田 諒平 加古川市漢字Ⅰ

佐々木 耀子 神戸市近代詩 澤 まり 神戸市漢字ⅡU23奨励賞

常川 遊香 尼崎市かなⅡ 豊田 靖奈 芦屋市漢字Ⅰ

中田 透子 神戸市漢字Ⅰ 中村 舞希 養父市漢字Ⅱ

原 愛実 宝塚市漢字Ⅱ 樋口 裕希 神戸市漢字Ⅰ

藤原 美羽 西宮市近代詩 古市 沙月 宝塚市漢字Ⅱ

宮脇 崇晃 加古川市漢字Ⅰ 八幡 夏美 神戸市近代詩

八幡 夏美 神戸市漢字Ⅱ 山部 茉凜 西宮市近代詩

除本 真理 西宮市漢字Ⅱ 除本 真理 西宮市近代詩U23新鋭賞

吉田 百花 神戸市漢字ⅠU23奨励賞 吉見 花雨 伊丹市漢字Ⅱ

若松 沙樹 加古川市漢字Ⅰ 和田 桃佳 神戸市前　衛U23新鋭賞
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