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第73回毎日書道展都道府県別入選者一覧

青木 正子 廿日市市かなⅠ佳作賞 芦田 良子 府中市かなⅠ

阿武 蒼琇 東広島市漢字Ⅱ 荒川 翠麗 熊野町漢字Ⅰ

有留 有芯 大竹市漢字Ⅱ 池口 久美子 福山市刻　字

出雲 紅龍 呉市漢字Ⅰ 出雲 紅龍 呉市前　衛

伊藤 由雨翠 福山市漢字Ⅱ佳作賞 伊藤 由雨翠 福山市前　衛

井上 咲香 広島市前　衛毎日賞 入江 遼太 広島市篆　刻佳作賞

上野 宏子 福山市近代詩 上森 恵雲 広島市漢字Ⅰ

榎 泉苑 東広島市近代詩 岡田 壽憲 福山市かなⅠ

岡本 知子 呉市漢字Ⅱ 尾田 美紀 呉市前　衛

小田原 西湖 広島市前　衛佳作賞 帯田 直美 福山市かなⅡ

隠土 錦水 熊野町近代詩 片山 月心 大竹市前　衛

蟹江 雨燁 福山市前　衛 蟹江 雨燁 福山市漢字Ⅱ

加納 玉祥 広島市かなⅠ 神垣 築美 呉市近代詩

河上 酔蘭 呉市前　衛 川口 美智子 尾道市かなⅡ

川崎 信子 府中市かなⅠ 川名 蘭香 広島市篆　刻

河村 圭子 福山市かなⅡ 北島 由加里 大竹市漢字Ⅱ

北平 仁美 呉市前　衛 楠戸 恵子 尾道市かなⅠ佳作賞

小出 裕己 三原市かなⅡ 香西 灯祥 広島市漢字Ⅰ秀作賞

甲田 美香 呉市近代詩 五郡 幸枝 廿日市市前　衛

小杉 桂華 福山市漢字Ⅱ佳作賞 小村 佳将 広島市近代詩

西原 美琇 福山市漢字Ⅱ 笹井 佑佳 東広島市漢字Ⅱ

佐々木 喜香 広島市篆　刻 佐々木 伸二 広島市前　衛

篠村 敏江 広島市かなⅠ 佐藤 須美枝 広島市漢字Ⅱ

佐藤 由身子 福山市漢字Ⅱ 佐原 芝翠 広島市漢字Ⅰ

篠崎 朱美 廿日市市かなⅠ 島 石心 広島市前　衛佳作賞

清水 幸香 広島市かなⅡ 白石 宵桃 広島市漢字Ⅱ

白築 美紀 広島市篆　刻 白砂 圭介 北広島町漢字Ⅰ

杉本 美翠 府中市前　衛秀作賞 清古 英俊 広島市前　衛

高岡 秀汀 海田町漢字Ⅰ 高橋 祥苑 広島市漢字Ⅰ

高橋 訓江 福山市かなⅡ 高橋 光恵 福山市漢字Ⅱ

田坂 真由美 呉市前　衛 田尻 愛子 呉市漢字Ⅱ

田尻 愛子 呉市前　衛 田中 彩紅 福山市前　衛

田中 真樹子 尾道市かなⅡ 田辺 光鳳 東広島市漢字Ⅰ

玉田 佳香 呉市漢字Ⅱ 田村 美穂 広島市漢字Ⅱ

田村 豊 広島市前　衛 垰 美知香 広島市かなⅡ

丹木 恵香 府中市前　衛 寺田 孝子 廿日市市漢字Ⅱ

寺田 和雪 福山市漢字Ⅱ 土居 雪嶺 福山市漢字Ⅰ

土井 孝子 府中市かなⅠ 通山 佳子 福山市前　衛佳作賞

戸田 瑞幸 福山市かなⅡ 中井 照芭 府中市前　衛

中川 初江 広島市前　衛 中島 由紀 広島市かなⅠ秀作賞

中野 未砂子 広島市漢字Ⅱ佳作賞 中野 柳明 広島市漢字Ⅰ

中原 曳彗 広島市近代詩 中村 恵子 呉市前　衛

中村 心泉 広島市漢字Ⅰ 中村 心泉 広島市前　衛

永村 拝山 呉市近代詩 中元 祐子 呉市漢字Ⅱ

中本 由利子 呉市漢字Ⅱ佳作賞 西村 里佳 福山市かなⅡ

西山 清谷 広島市漢字Ⅱ 新田 美秀 三次市漢字Ⅱ

新田 美秀 三次市前　衛 新田 緑穂 福山市かなⅡ

登 智恵 広島市漢字Ⅰ 橋本 飛鳥 呉市前　衛

服部 英則 廿日市市前　衛 浜田 桜華 広島市漢字Ⅰ

林 桜華 福山市漢字Ⅱ 林 淑香 海田町前　衛

林 晴子 広島市前　衛 原藤 常香 福山市かなⅠ

平井 静鳳 三原市漢字Ⅰ 平野 舟逸 世羅町かなⅡ佳作賞

平本 良江 廿日市市かなⅠ 廣中 好子 福山市かなⅡ
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福島 清美 広島市かなⅡ 福島 真紀 尾道市かなⅠ

福島 真紀 尾道市かなⅡ 福田 加奈子 広島市漢字Ⅰ

福原 虹苑 東広島市漢字Ⅰ 藤井 星峰 福山市漢字Ⅱ佳作賞

藤本 尚史 福山市前　衛 冨士原 百扇 三次市前　衛

冨士原 百扇 三次市漢字Ⅱ 古江 幸美 大竹市前　衛

古川 清 広島市漢字Ⅰ 坊河内 寿恵 広島市漢字Ⅱ

松岡 益子 福山市かなⅡ 松田 桂舟 東広島市漢字Ⅱ

三木 教紀 広島市前　衛 峰 美佳 広島市かなⅠ

峰松 建太 福山市漢字Ⅱ 峰松 建太 福山市前　衛

宮奥 美翠 府中市かなⅡ 宮原 二三枝 府中市かなⅡ

妙見 爽藍 竹原市篆　刻 向井 かほき 呉市前　衛

村上 奈月 福山市前　衛 村上 奈月 福山市漢字Ⅱ

村上 恵 福山市かなⅠ佳作賞 森川 留美 大竹市前　衛

森田 晴香 広島市前　衛 森高 敬祐 東広島市漢字Ⅱ

森高 敬祐 東広島市前　衛 森原 和世 広島市漢字Ⅱ

矢野 彩湖 広島市漢字Ⅰ 八幡 仁泉 廿日市市漢字Ⅰ

山岡 玲子 三原市漢字Ⅰ 山本 煌雨 福山市前　衛

山本 煌雨 福山市漢字Ⅱ 山本 翠園 呉市かなⅡ

山元 友見 広島市かなⅡ 横山 仁美 呉市前　衛

吉岡 稔 広島市前　衛 吉次 舟雪 広島市かなⅠ

吉村 翠保 三次市前　衛佳作賞 吉村 翠保 三次市漢字Ⅱ

吉本 波光 広島市前　衛 脇本 由美子 世羅町かなⅡ

渡邉 純風 三次市漢字Ⅱ 渡邉 純風 三次市前　衛

渡邉 未菜 福山市漢字Ⅱ 渡邊 里彩 福山市漢字Ⅱ秀作賞

渡邊 禮子 三次市前　衛
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吉川 愛華 呉市前　衛 坂本 陽風 呉市漢字Ⅱ

佐藤 遥佳 尾道市かなⅡ 高山 琴音 広島市漢字Ⅱ

浜中 珠美菜 熊野町漢字Ⅱ 廣田 莉乃 呉市近代詩

藤川 寛加 福山市かなⅡ
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