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第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青井 裕美 岡山市大　字 青木 捷悟 岡山市大　字

青木 智恵 岡山市漢字Ⅱ 青木 順江 津山市近代詩

赤澤 藤苑 倉敷市篆　刻 秋山 珠香 岡山市かなⅡ

穐山 唱司 倉敷市刻　字 安藤 路芳 倉敷市刻　字

石川 浩州 岡山市刻　字 石川 蘭皋 津山市近代詩

井上 陽洞 浅口市近代詩 今井 節楓 岡山市近代詩

今田 朋泉 倉敷市かなⅡ 岩崎 俊平 津山市大　字

大賀 彩静 倉敷市近代詩 大河 秀啓 岡山市大　字

大島 学舟 倉敷市近代詩 大野 華舟 倉敷市近代詩

岡本 要翠 真庭市近代詩 小田 和香 岡山市かなⅠ

小野 眞代 倉敷市かなⅡ 梶野 春心 高梁市前　衛

梶野 春心 高梁市漢字Ⅱ 加藤 敬 岡山市刻　字

金谷 逸子 赤磐市かなⅡ 河田 香蘭 岡山市近代詩

河田 秀香 岡山市大　字 甲谷 鳳梨 倉敷市近代詩

岸 杉扇 岡山市かなⅡ 岸本 順子 倉敷市近代詩

河野 春陽 岡山市近代詩 河本 游波 岡山市刻　字

後藤 和弘 津山市かなⅡ 小西 芙月 瀬戸内市かなⅡ

小林 溪姫 赤磐市かなⅡ 小林 伸子 美作市かなⅡ

小林 久子 津山市前　衛 小林 久子 津山市漢字Ⅱ

小林 充子 美作市かなⅡ 近藤 智祥 真庭市近代詩

坂元 弘典 美作市漢字Ⅰ 佐倉 櫻霞 赤磐市篆　刻

佐桒 牧子 勝央町かなⅡ 佐藤 成美 倉敷市近代詩

佐能 寶咲 井原市刻　字 澤田 進子 岡山市かなⅡ

柴原 靖彦 岡山市大　字秀作賞 嶋村 雪華 岡山市漢字Ⅱ

杉原 桃華 岡山市かなⅡ 住田 香織 岡山市大　字

関口 窓月 倉敷市かなⅡ 瀬島 淑江 勝央町かなⅡ

曽田 章楷 岡山市刻　字秀作賞 高杉 悠苑 岡山市刻　字秀作賞

竹原 香月 赤磐市近代詩 武村 祥玉 真庭市大　字

田中 蒼琴 倉敷市漢字Ⅱ 田淵 康弘 瀬戸内市漢字Ⅱ佳作賞

常久 和峰 倉敷市近代詩 土井 庸弘 岡山市刻　字

東内 義典 美作市かなⅡ 歳森 愛子 岡山市刻　字

中井 由香里 岡山市漢字Ⅱ 永井 明香 岡山市近代詩

西岡 艸真 倉敷市近代詩 新田 真弓 岡山市刻　字

貫名 桂峰 倉敷市大　字 沼田 志雲 倉敷市近代詩

博田 玉琳 岡山市篆　刻 橋本 翠風 岡山市かなⅡ

長谷川 節子 岡山市刻　字 蜂谷 弘美 岡山市刻　字

羽根地 雄峰 岡山市漢字Ⅱ 林 智水 岡山市近代詩

藤井 紫香 岡山市かなⅡ 藤井 清華 岡山市かなⅡ

藤井 玲子 岡山市刻　字 藤田 美泉 岡山市かなⅠ

前田 花峰 倉敷市漢字Ⅱ 松村 渓光 岡山市刻　字

松村 謙 津山市刻　字佳作賞 丸尾 康子 勝央町かなⅡ

三垣 凜虹 岡山市漢字Ⅱ 水島 華祥 勝央町かなⅡ

水田 義郎 岡山市刻　字 宮岡 圭之 津山市かなⅡ

三宅 直美 玉野市かなⅡ 宮原 蒼翠 倉敷市近代詩

宗藤 満枝 岡山市前　衛 望月 明日香 岡山市刻　字

森 園月 井原市篆　刻 森田 詠花 美作市漢字Ⅰ

安本 琴舟 岡山市かなⅡ 山下 船崖 岡山市漢字Ⅰ

山下 天遊 岡山市漢字Ⅱ 山下 天遊 岡山市前　衛佳作賞

吉田 香園 岡山市かなⅡ 四谷 和義 岡山市刻　字

若林 泰石 岡山市近代詩
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一宮 佑衣 倉敷市近代詩 岸本 彩 倉敷市近代詩

楠 明日華 岡山市前　衛 桑木 星蓮 倉敷市近代詩
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