
第65回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

徳島県

四国展   （徳島県　香川県　愛媛県　高知県）

朝三 皐如 徳島市近代詩 岩本 加代子 石井町漢字Ⅱ

遠藤 玻都恵 徳島市近代詩 大井 皐霄 徳島市近代詩

大津 桂花 徳島市近代詩 大西 英仙 徳島市近代詩

大西 清葩 徳島市近代詩 岡崎 啓香 徳島市近代詩

小野 宙成 北島町近代詩 河野 富仙 徳島市近代詩

川端 康清 徳島市近代詩 川又 晃容 小松島市近代詩

岸 緑香 徳島市近代詩 木田 史香 徳島市近代詩

栗山 弘子 徳島市近代詩 桑村 俊清 小松島市近代詩

幸田 清尚 阿南市近代詩 坂尾 竟成 上板町近代詩

佐藤 恵和 徳島市近代詩 佐野 天靖 徳島市近代詩

高瀬 大峰 小松島市近代詩秀作賞 高橋 美村 阿南市近代詩

武田 玲香 徳島市近代詩 玉城 乾舞 徳島市近代詩佳作賞

富永 美祥 徳島市近代詩佳作賞 長尾 香蘭 徳島市近代詩

中川 一鳳 東みよし町漢字Ⅱ 長野 恵裕 徳島市近代詩

野田 香洋 徳島市近代詩 野田 満代 徳島市近代詩

藤本 瑶香 美馬市近代詩 松岡 皋玉 徳島市近代詩

丸岡 香貞 藍住町近代詩 丸田 恵風 徳島市近代詩

森本 香陽 徳島市近代詩 森本 成玉 神山町近代詩佳作賞

山口 幽径 徳島市近代詩 吉田 佐知子 徳島市近代詩

和田 白滔 徳島市近代詩 和田 幽彩 徳島市近代詩
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第65回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

香川県

四国展   （徳島県　香川県　愛媛県　高知県）

赤尾 香石 坂出市漢字Ⅱ 秋山 十世子 多度津町前　衛

天野 錦舟 多度津町前　衛 天野 里香 高松市漢字Ⅱ

綾野 栄子 高松市漢字Ⅱ 安藤 里都子 三豊市漢字Ⅱ

石井 美峯 三豊市前　衛 磯部 紅月 高松市漢字Ⅱ

井上 欣也 小豆島町近代詩 植田 みどり 高松市漢字Ⅱ

宇都宮 古径 綾川町漢字Ⅱ 大平 祥子 観音寺市前　衛

岡崎 貴代 高松市漢字Ⅱ秀作賞 岡田 風翔 綾川町前　衛秀作賞

木村 美游 高松市前　衛 國方 恵舟 高松市漢字Ⅱ

合田 泰山 観音寺市前　衛 三枝 柳絮 高松市前　衛

泉保 湧 高松市漢字Ⅱ 竹内 小夜 善通寺市前　衛

田中 碧亭 善通寺市漢字Ⅱ 戸田 千晴 高松市漢字Ⅱ

長尾 翠香 坂出市前　衛 西神 光雲 高松市漢字Ⅱ

則兼 篁華 三豊市前　衛佳作賞 藤井 路子 高松市漢字Ⅱ

藤岡 望雲 観音寺市前　衛 藤川 純代 観音寺市前　衛

藤沢 竹山 高松市漢字Ⅱ 真鍋 草香 坂出市前　衛

山下 久瑛 さぬき市近代詩 山野 清泉 琴平町前　衛佳作賞

吉田 南象 高松市近代詩佳作賞 渡部 美香 善通寺市前　衛
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第65回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

愛媛県

四国展   （徳島県　香川県　愛媛県　高知県）

相原 瑞泉 松山市漢字Ⅰ 明石 翠峰 新居浜市漢字Ⅰ

阿部 龍昭 松山市大　字 新井 玉咲 松山市漢字Ⅰ

池川 紅扇 松山市漢字Ⅰ 池田 玉梓 松山市漢字Ⅰ

池田 幸子 今治市漢字Ⅰ 石田 景雲 松山市漢字Ⅰ

井芝 五嶽 鬼北町漢字Ⅰ佳作賞 石橋 壯心 松山市漢字Ⅰ

石水 雲仙 西条市漢字Ⅰ 泉原 ツヤ子 松山市かなⅡ

稲見 草月 新居浜市漢字Ⅰ 井原 尚 東温市漢字Ⅰ

今岡 香風 松山市漢字Ⅰ秀作賞 井門 笠谷 今治市漢字Ⅰ

鵜久森 彩風 松山市漢字Ⅰ 岡田 青苑 松山市漢字Ⅰ

小川 絢美 松山市大　字 奥島 玉琇 伊予市漢字Ⅰ秀作賞

織田 愁紅 今治市漢字Ⅰ 越智 玉橙 松山市漢字Ⅰ

越智 粋鳳 今治市漢字Ⅰ 越智 綾月 松山市漢字Ⅰ

小野 俊幸 今治市漢字Ⅰ 柿本 由心 松山市漢字Ⅰ

影岡 千舟 伊予市漢字Ⅰ 片山 千能生 今治市漢字Ⅰ

勝川 翠鳳 八幡浜市漢字Ⅱ 加藤 華照 新居浜市漢字Ⅰ

門田 秀樹 松山市大　字 兼平 琴苑 砥部町漢字Ⅰ

鎌倉 志存 四国中央市漢字Ⅰ 川口 雅笙 松山市漢字Ⅰ秀作賞

川口 良樹 松山市大　字 河端 庸雲 新居浜市漢字Ⅰ

河端 玲子 新居浜市漢字Ⅰ佳作賞 菅 秋琴 西条市漢字Ⅱ

菅能 紅香 松山市漢字Ⅰ 菊池 瑶蘭 松山市漢字Ⅰ

北川 悦子 松山市前　衛 木村 淡陽 今治市漢字Ⅰ

清洲 華楊 今治市漢字Ⅰ 忽那 玲香 松山市漢字Ⅰ秀作賞

國貞 静虹 今治市漢字Ⅰ 倉瀬 奘典 松山市大　字

黒川 春沙 西条市漢字Ⅰ 黒川 祝子 西条市かなⅡ

黒田 玉笙 松前町漢字Ⅰ 木場 翠香 四国中央市漢字Ⅰ佳作賞

小林 彩花 今治市漢字Ⅰ毎日賞 小堀 象空 今治市漢字Ⅰ

崎山 抱河 松山市大　字 崎山 玲紅 松山市漢字Ⅰ

佐々木 桂華 西条市漢字Ⅰ佳作賞 澤井 玉楊 新居浜市漢字Ⅰ

篠原 堅城 四国中央市漢字Ⅰ 白岡 彩水 西条市漢字Ⅰ

進藤 隆泉 四国中央市漢字Ⅰ 杉野 悦子 松山市大　字

鈴木 萬世 新居浜市漢字Ⅰ 砂田 紅柳 今治市漢字Ⅰ

清家 寛大 愛南町前　衛 仙波 祥雲 砥部町漢字Ⅰ

高橋 遊彷 新居浜市漢字Ⅰ佳作賞 田窪 紅鵞 今治市漢字Ⅰ

武方 萩青 西条市漢字Ⅰ 武田 静雪 今治市漢字Ⅰ

武田 暁雲 今治市漢字Ⅱ 武田 少霞 今治市漢字Ⅰ

竹葉 彩光 松山市漢字Ⅰ 田坂 春月 西条市漢字Ⅰ

田中 雅芳 砥部町かなⅡ 谷川 光苑 今治市漢字Ⅰ

谷川 美仙 松山市前　衛秀作賞 田房 七七重 今治市大　字

田村 静鶴 今治市漢字Ⅰ 千葉 青珠 新居浜市漢字Ⅰ

塚本 玉英 松山市漢字Ⅰ 露口 雅聖 今治市漢字Ⅰ

徳永 妙子 松山市かなⅡ 戸田 渓洞 西条市漢字Ⅰ

永井 香雪 西条市漢字Ⅰ 永井 雄峰 松山市漢字Ⅰ

仲神 玉楼 伊予市漢字Ⅰ佳作賞 中矢 木実 松山市大　字

新山 菁苑 松山市漢字Ⅰ 西本 佳奈 松山市大　字毎日賞

萩森 治美 松山市大　字 橋本 玉蝶 松山市漢字Ⅰ

林 龍峯 大洲市漢字Ⅰ 原田 芳玉 今治市漢字Ⅰ

日浅 白浦 今治市漢字Ⅰ 桧垣 青雨 今治市漢字Ⅰ

日野 玉柚 砥部町漢字Ⅰ 日野 紅雪 松山市漢字Ⅰ毎日賞

平井 舜紅 今治市漢字Ⅰ 平岡 玲静 今治市漢字Ⅰ

藤田 秋草 新居浜市大　字 藤本 和美 松山市かなⅡ

藤原 弘史 松山市大　字 真木 楊舟 今治市漢字Ⅰ

政田 千恵子 松山市漢字Ⅱ 増田 星梢 新居浜市漢字Ⅰ

松木 星霞 西条市漢字Ⅰ 松長 天鴻 松山市漢字Ⅰ秀作賞
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第65回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

愛媛県

四国展   （徳島県　香川県　愛媛県　高知県）

松本 明子 宇和島市大　字 松本 早苗 松山市大　字

松本 泉石 四国中央市漢字Ⅰ佳作賞 真鍋 千里 松山市漢字Ⅰ

三浦 翠風 松山市漢字Ⅰ 宮内 良秀 松山市大　字秀作賞

宮竹 久暁 西条市近代詩佳作賞 宮竹 紅玉 西条市漢字Ⅱ

宮本 敏夫 砥部町前　衛 村上 孝仙 今治市漢字Ⅰ

村上 朝陽 今治市漢字Ⅰ佳作賞 森 玉翠 伊予市漢字Ⅰ

矢野 和美 松山市大　字佳作賞 矢野 玉雪 今治市漢字Ⅰ秀作賞

矢野 秋霞 今治市漢字Ⅰ 矢野 天遊 今治市漢字Ⅰ

矢野 柏舟 今治市漢字Ⅰ 矢部 麗月 今治市漢字Ⅰ

山岡 翠紅 松山市漢字Ⅰ 山岡 蒼風 今治市漢字Ⅱ

山路 華紅 西条市漢字Ⅰ 山本 香風 新居浜市漢字Ⅰ

山本 紫燧 今治市漢字Ⅰ 山本 清香 松山市漢字Ⅰ

横井 比沙子 新居浜市漢字Ⅰ 吉田 伍系 松山市大　字

吉村 静心 松山市漢字Ⅰ 吉本 玉洲 松山市漢字Ⅰ

和田 真美 松山市大　字佳作賞 渡邊 玉朱 伊予市漢字Ⅰ毎日賞

渡部 丹陽 西条市漢字Ⅰ
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第65回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

高知県

四国展   （徳島県　香川県　愛媛県　高知県）

大原 律子 高知市大　字 尾崎 仁水 いの町大　字

上岡 白雨 高知市漢字Ⅱ佳作賞 唐岩 碧水 南国市大　字

菊地 義洋 四万十市大　字 窪内 光雪 南国市漢字Ⅰ

柴岡 星萩 宿毛市大　字 隅田 紅泉 高知市大　字

高見 志香 南国市漢字Ⅱ 玉木 麗紅 土佐市大　字

知原 志津 北川村大　字 筒井 寿子 南国市大　字

冨永 恵泉 高知市近代詩 中村 幸恵 いの町大　字

西内 可々 香南市大　字秀作賞 野村 知 香美市かなⅡ佳作賞

福原 紅華 安田町漢字Ⅱ 松田 紅嶺 南国市漢字Ⅱ

松本 深泉 須崎市漢字Ⅰ佳作賞 山岡 遊史 高知市大　字

山村 梅石 高知市漢字Ⅱ 和賀井 美智 四万十市大　字
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