
第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

北海道

北海道展

青木 聡美 石狩市かなⅠ 青木 蒼琴 北広島市漢字Ⅰ

赤池 五夫 江別市近代詩 赤坂 陽子 札幌市かなⅡ

明石 郁子 札幌市かなⅡ 明石 径華 札幌市漢字Ⅰ

阿達 香婉 士別市漢字Ⅰ 穴澤 紅琴 富良野市漢字Ⅰ

穴澤 信泉 陸別町漢字Ⅱ 阿部 岳流 札幌市漢字Ⅰ

阿部 雅扇 札幌市漢字Ⅰ秀作賞 阿部 玉翠 札幌市漢字Ⅰ

荒井 啓公 札幌市近代詩 有本 勳生 帯広市漢字Ⅰ秀作賞

有本 壷月 帯広市漢字Ⅰ 安藤 悦子 留萌市近代詩

飯塚 大海 札幌市漢字Ⅱ佳作賞 伊賀 抱雪 苫小牧市漢字Ⅰ

五十嵐 八重子 札幌市かなⅡ 池田 憲亮 小樽市漢字Ⅱ毎日賞

池田 秀岳 広尾町漢字Ⅰ 伊澤 清美 千歳市漢字Ⅰ

井澤 美舟 砂川市漢字Ⅱ 石井 美雪 旭川市近代詩

石垣 雪花 札幌市漢字Ⅰ 石川 観城 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

石川 綾湖 北広島市漢字Ⅰ秀作賞 石川 稚子 札幌市漢字Ⅱ

石崎 青光 美瑛町前　衛 石村 和代 札幌市近代詩

井須 香竹 江別市近代詩 伊勢 秀峰 長沼町漢字Ⅰ

磯部 馨香 札幌市漢字Ⅰ 磯部 芳園 札幌市漢字Ⅰ

井谷 恵風 札幌市近代詩 市川 紀子 札幌市かなⅡ

市来 みち子 札幌市かなⅡ秀作賞 一島 澄湖 小樽市漢字Ⅰ

市橋 佐代子 札幌市近代詩毎日賞 伊藤 実峯 札幌市漢字Ⅰ

伊藤 小蓮 芽室町近代詩 伊藤 爽琴 苫小牧市漢字Ⅰ

伊藤 大硯 伊達市漢字Ⅰ 井上 公明 札幌市近代詩

今村 翔鳳 白老町漢字Ⅱ 井村 啓邃 苫小牧市漢字Ⅱ

岩崎 双琴 札幌市漢字Ⅰ 岩本 祥凰 札幌市漢字Ⅰ毎日賞

岩本 蘭雪 北見市漢字Ⅰ 岩山 香艸 北広島市漢字Ⅱ

上田 明美 札幌市近代詩 上田 松峯 札幌市近代詩

上高 和子 札幌市近代詩 上野 茱風 札幌市漢字Ⅱ

鶯出 恵峰 千歳市漢字Ⅰ 内海 秀翠 札幌市漢字Ⅰ

内田 春蓮 名寄市漢字Ⅰ 内田 博美 札幌市かなⅡ

梅田 光雪 旭川市大　字 江口 紫雲 札幌市漢字Ⅰ

榎本 薫風 石狩市漢字Ⅱ 遠藤 和恵 札幌市近代詩秀作賞

及川 緑鳳 余市町漢字Ⅰ 大黒 碩山 札幌市漢字Ⅱ

大河内 郁子 旭川市近代詩 大崎 泰漣 網走市近代詩佳作賞

大島 弘堂 石狩市漢字Ⅱ 太田 春麗 札幌市漢字Ⅰ

太田 竹苑 札幌市漢字Ⅱ 大滝 華泉 根室市漢字Ⅰ

大森 洋臣 音更町前　衛 岡崎 青暉 札幌市漢字Ⅰ

岡田 静園 函館市漢字Ⅱ佳作賞 岡田 聖秀 岩見沢市漢字Ⅰ

小川 華壽 札幌市漢字Ⅱ 奥家 秀岳 札幌市近代詩

奥田 大鶴 釧路市漢字Ⅱ 奥野 史葉 石狩市漢字Ⅱ

奥山 満子 江別市近代詩 小倉 恵芳 岩見沢市漢字Ⅰ

押上 万希子 滝川市かなⅡ佳作賞 織田 良子 小樽市かなⅡ

小野 春香 札幌市漢字Ⅰ 小野 白葉 北広島市漢字Ⅰ

小野 陽子 札幌市近代詩 小野寺 泰篁 札幌市漢字Ⅰ

小山田 透雲 札幌市漢字Ⅰ 葛西 青龍 函館市近代詩

葛西 孝之 札幌市近代詩佳作賞 笠谷 純子 函館市前　衛

柏 環 札幌市近代詩 片山 恵華 北広島市漢字Ⅰ

香月 煌苑 札幌市漢字Ⅰ 加藤 慶玉 北見市漢字Ⅱ

加藤 翠苑 室蘭市漢字Ⅱ 門田 広大 紋別市大　字

角谷 京南 札幌市漢字Ⅰ 門脇 笙華 札幌市近代詩

金井 暁春 札幌市漢字Ⅰ 金谷 紅麟 函館市近代詩

上迫 正 帯広市前　衛 上代 松鸞 旭川市近代詩

仮屋 珠雪 岩見沢市漢字Ⅰ 河合 竹華 岩見沢市漢字Ⅱ

河奥 翠煌 美唄市漢字Ⅰ 川崎 美幸 千歳市漢字Ⅱ
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川道 澄香 札幌市漢字Ⅰ 川村 翆扇 札幌市漢字Ⅰ

管野 春静 松前町近代詩秀作賞 菊入 秋庭 札幌市漢字Ⅰ

菊池 香草 帯広市漢字Ⅰ 菊池 星 札幌市漢字Ⅱ

菊地 照風 網走市漢字Ⅰ 北潟谷 靖子 小樽市近代詩秀作賞

北川 武子 旭川市近代詩 北島 秀暎 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

北島 三枝 苫小牧市漢字Ⅱ 北村 瑠翠 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

君田 康子 札幌市近代詩 木村 彩園 札幌市近代詩

木村 照園 函館市漢字Ⅱ 木屋 華祥 根室市漢字Ⅰ秀作賞

木柳 不吟 旭川市近代詩 日下 智煌 北見市漢字Ⅰ

草野 智大 江別市漢字Ⅱ 工藤 太啓 札幌市漢字Ⅱ

工藤 哲哉 札幌市近代詩 熊谷 香霞 岩見沢市漢字Ⅰ

熊谷 祥風 札幌市漢字Ⅰ 熊坂 茜華 函館市漢字Ⅰ

熊野 彩香 札幌市漢字Ⅰ 栗沢 径水 中標津町漢字Ⅱ

栗田 和峰 津別町漢字Ⅰ 小久保 哲心 当別町漢字Ⅰ

後藤 崚舟 札幌市漢字Ⅰ 小林 ゆかり 函館市前　衛

小原 松風 新ひだか町漢字Ⅰ 駒沢 祥紅 室蘭市漢字Ⅱ

近藤 幸枝 苫小牧市大　字 斎藤 玉渕 函館市近代詩佳作賞

斉藤 洸扇 札幌市漢字Ⅰ 齋藤 紫搖 札幌市漢字Ⅱ

斉藤 昭苑 札幌市近代詩 齋藤 青邦 士別市漢字Ⅰ

斎藤 宏宜 旭川市近代詩毎日賞 斉藤 緑風 旭川市近代詩

堺 紅風 函館市漢字Ⅱ佳作賞 榊 詩園 泊村漢字Ⅰ

坂下 瓊子 旭川市かなⅡ 坂脇 谿秀 札幌市漢字Ⅰ

作田 清英 函館市前　衛 櫻井 明子 函館市近代詩

桜居 玉香 札幌市漢字Ⅱ 佐々木 琴仙 森町漢字Ⅰ

佐々木 琴奈 上富良野町漢字Ⅰ 佐々木 慶雲 名寄市漢字Ⅰ

佐々木 桂泉 札幌市漢字Ⅰ 佐々木 紅楓 岩見沢市漢字Ⅰ

佐々木 淑雲 白老町漢字Ⅱ 佐々木 碧翆 札幌市漢字Ⅱ

佐々木 睦泉 札幌市漢字Ⅰ 佐々木 雅美 札幌市近代詩佳作賞

佐々木 光子 帯広市前　衛 笹原 煌雪 天塩町漢字Ⅰ

笹原 麗佳 旭川市漢字Ⅰ 佐藤 華月 釧路市漢字Ⅱ

佐藤 寿邦 札幌市漢字Ⅱ佳作賞 佐藤 清泉 札幌市漢字Ⅰ

佐藤 勢津子 札幌市近代詩 佐藤 多佳子 札幌市近代詩佳作賞

佐藤 経子 札幌市近代詩 佐藤 昌弘 札幌市近代詩

佐藤 幽城 札幌市漢字Ⅰ 佐藤 陽春 苫小牧市近代詩

沢井 渓舟 岩見沢市漢字Ⅰ 三本菅 伊都子 札幌市かなⅠ

篠原 桂珠 東川町漢字Ⅰ 柴田 青桐 江別市漢字Ⅰ

柴田 美鳳 札幌市近代詩 島岡 藤豊 苫小牧市漢字Ⅱ佳作賞

島田 美紀子 札幌市漢字Ⅱ 清水 桃香 函館市大　字

下田 水聲 石狩市漢字Ⅰ 下村 美穂 札幌市かなⅠ秀作賞

上銘 妙苑 北見市漢字Ⅰ 白石 岳陽 白老町漢字Ⅰ

新谷 芳艸 岩見沢市漢字Ⅰ 菅原 順岳 札幌市近代詩

杉本 弘舟 岩見沢市漢字Ⅰ 洲崎 勝蘭 江別市漢字Ⅰ

鈴木 紅藍 苫小牧市漢字Ⅱ秀作賞 鈴木 青蘋 函館市近代詩

鈴木 碧水 札幌市漢字Ⅰ 鈴木 檀 札幌市近代詩

須田 千畦 札幌市漢字Ⅰ 須藤 桂城 芦別市漢字Ⅱ

隅田 綾苑 札幌市近代詩 関 雅英 札幌市漢字Ⅱ

瀬戸 龍門 北竜町近代詩 曽我部 庸子 札幌市近代詩

園田 一 根室市近代詩 高瀬 香葆 札幌市漢字Ⅰ

高田 咲記子 札幌市漢字Ⅱ毎日賞 高橋 明枝 札幌市近代詩秀作賞

高橋 華径 函館市近代詩 高橋 和子 函館市かなⅡ

高橋 玉堂 函館市漢字Ⅰ 高橋 静苑 芽室町漢字Ⅰ

高橋 青霖 江別市漢字Ⅱ 高橋 素香 札幌市漢字Ⅰ

高橋 柏邨 根室市漢字Ⅱ 高村 欄月 七飯町近代詩
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高山 聰子 小樽市かなⅡ 田川 景秋 札幌市近代詩

滝浦 眞人 札幌市近代詩 滝上 恵淑 北広島市漢字Ⅰ

武市 幸枝 札幌市近代詩 竹内 栄琇 札幌市漢字Ⅰ

竹坂 永津 室蘭市漢字Ⅱ 武田 悦子 札幌市漢字Ⅰ

武田 小綾 旭川市近代詩 竹貫 祥泉 札幌市漢字Ⅰ

竹之内 翠洋 深川市漢字Ⅰ 竹道 妙子 札幌市近代詩佳作賞

田澤 綾雨 室蘭市漢字Ⅰ 館田 渓花 函館市大　字

田中 杏霞 旭川市近代詩 田中 聖子 恵庭市漢字Ⅱ

田中 琴舟 新得町漢字Ⅰ 田中 恵柳 札幌市篆　刻秀作賞

田中 古倫 帯広市漢字Ⅰ秀作賞 田中 蒼潤 札幌市漢字Ⅰ毎日賞

田中 真喜子 岩見沢市近代詩 谷川 桃苑 函館市近代詩

谷村 やよい 札幌市近代詩 玉井 澄光 札幌市漢字Ⅱ

田牧 和香 岩見沢市漢字Ⅰ 田村 嘉代 札幌市近代詩

田村 奈津子 函館市前　衛佳作賞 檀上 絹子 札幌市近代詩

丹野 翔篁 石狩市漢字Ⅰ 千坂 桂舟 札幌市漢字Ⅰ

千田 素鳳 白老町漢字Ⅰ 千葉 啓子 旭川市近代詩

千葉 香 函館市漢字Ⅱ 辻村 嶺水 札幌市近代詩

津田 鶴洲 釧路市漢字Ⅰ 津田 翠舟 札幌市漢字Ⅱ

槌本 祥芳 札幌市近代詩秀作賞 筒井 翠香 札幌市漢字Ⅰ

続木 利代 旭川市近代詩 津山 和恵 札幌市近代詩

出光 紅花 札幌市漢字Ⅱ 寺井 真舟 岩見沢市漢字Ⅰ

寺下 煌悠 札幌市漢字Ⅰ秀作賞 寺畑 真利 紋別市漢字Ⅱ

寺林 香烟 東川町近代詩 東條 めぐみ 江別市漢字Ⅱ

都鳥 緑風 紋別市漢字Ⅰ 泊出 淳子 札幌市かなⅡ佳作賞

外山 華雪 恵庭市漢字Ⅰ 鳥居 栞旬 札幌市近代詩

頓所 荷葉 苫小牧市漢字Ⅱ 永井 冬花 室蘭市漢字Ⅱ

中岡 華風 札幌市漢字Ⅱ 中岡 鳳堂 札幌市漢字Ⅱ

長岡 真貴子 札幌市かなⅡ 中川 道子 札幌市近代詩

中川 蘆月 北斗市近代詩 永倉 清華 函館市漢字Ⅰ佳作賞

中沢 蕙香 美唄市漢字Ⅰ 中嶋 イチ子 函館市かなⅡ

中島 純子 札幌市かなⅠ 中野 禎子 札幌市近代詩

中野 芳舟 芽室町漢字Ⅱ 中野 八重子 恵庭市かなⅡ

中橋 鈴舟 岩見沢市漢字Ⅰ 中村 飛鳥 恵庭市漢字Ⅰ

中村 彩炎 札幌市近代詩 中村 珠苑 札幌市漢字Ⅰ

中村 栖萩 新ひだか町漢字Ⅰ 中村 美蕉 札幌市漢字Ⅱ毎日賞

鳴海 華蓮 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 新川 清水 札幌市漢字Ⅰ

丹尾 美枝子 留萌市漢字Ⅱ 西 恵翠 札幌市近代詩

西 朋子 旭川市近代詩 西田 悦子 函館市前　衛

西出 由希 札幌市近代詩 西野 妙胡 札幌市近代詩

西原 採園 北見市漢字Ⅰ 西前 碧邦 恵庭市漢字Ⅰ

西村 豊城 札幌市漢字Ⅰ 二峰 亜紀 北広島市漢字Ⅱ

二瓶 岳城 遠軽町漢字Ⅰ 沼崎 白羚 札幌市漢字Ⅱ

野島 俊岳 陸別町漢字Ⅰ 野尻 範結 札幌市漢字Ⅰ

野田 春暢 札幌市漢字Ⅰ 野呂 洸蘭 富良野市漢字Ⅰ佳作賞

野呂 蘭峰 白老町漢字Ⅱ秀作賞 芳賀 亮山 札幌市漢字Ⅰ

萩原 水仙 札幌市漢字Ⅰ 橋爪 玉雪 札幌市漢字Ⅰ

橋場 京子 旭川市かなⅡ 橋本 杏華 北見市漢字Ⅰ

橋本 秀峰 帯広市漢字Ⅱ 長谷川 敬子 江別市かなⅡ

長谷川 香仙 岩見沢市漢字Ⅰ 長谷川 翆柳 札幌市近代詩

畠中 香風 札幌市漢字Ⅰ 畠中 峰雪 札幌市漢字Ⅰ

畑端 碧洋 岩見沢市漢字Ⅰ秀作賞 浜崎 静秋 札幌市漢字Ⅰ

早坂 径雪 札幌市漢字Ⅰ 林 経春 札幌市漢字Ⅰ

林 律子 札幌市かなⅡ 原田 由紀子 札幌市近代詩佳作賞

3/4 ページ



第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

北海道

北海道展

春木 紫鳳 白老町漢字Ⅰ 東方 澄邦 美瑛町近代詩

疋田 瑞栄 釧路市漢字Ⅱ 平泉 渓秋 名寄市漢字Ⅰ

平佐 支星 札幌市漢字Ⅰ 平鍋 寛舟 札幌市漢字Ⅰ

廣嶋 涛香 美唄市漢字Ⅰ 福井 庸子 函館市近代詩

福島 美里 千歳市漢字Ⅰ 福田 可南子 札幌市近代詩

福原 北雲 稚内市漢字Ⅱ 福家 慶華 恵庭市漢字Ⅰ

藤沢 錦水 石狩市漢字Ⅰ 藤田 佳楓 札幌市漢字Ⅰ

藤田 桂粋 東川町漢字Ⅰ 藤田 杉影 芽室町漢字Ⅰ

藤森 孝子 札幌市近代詩 二木 琴萌 札幌市漢字Ⅰ

船尾 江晃 江別市漢字Ⅰ 古屋 翠石 札幌市漢字Ⅰ

星野 丘曄 旭川市近代詩 細川 翠光 札幌市漢字Ⅰ

本間 彩苑 当別町漢字Ⅰ 本間 美喜 稚内市かなⅡ

前田 杏翠 長沼町漢字Ⅰ 前田 清華 帯広市漢字Ⅰ

牧 豊流 札幌市漢字Ⅱ 正井 雪童 旭川市近代詩

松井 彩子 札幌市近代詩 松浦 幸侑 札幌市漢字Ⅰ

松浦 静園 北見市漢字Ⅰ 松尾 萩央 網走市漢字Ⅰ

松岡 一真 森町近代詩 松田 捷宣 札幌市近代詩

松永 翠香 伊達市漢字Ⅰ 松永 瑞鳳 札幌市漢字Ⅱ

松並 如吟 釧路市漢字Ⅰ 松原 柊花 札幌市近代詩

松久 青想 札幌市漢字Ⅰ 三浦 桂星 小樽市漢字Ⅰ

三浦 恒星 栗山町漢字Ⅰ 三国 梨花 函館市かなⅡ

水野 東海 網走市漢字Ⅱ 水野 朋鶴 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

溝 掬水 音更町近代詩 光井 玉麗 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

三ツ木 彩花 根室市近代詩 南 薫 札幌市近代詩

源 小慶 札幌市漢字Ⅱ 三野 孤石 赤平市漢字Ⅱ

見延 千鶴 札幌市漢字Ⅰ 宮野 秋苑 函館市かなⅡ

宮本 芳葉 札幌市漢字Ⅱ 宮本 真由美 旭川市かなⅡ

宮本 眞理子 旭川市近代詩佳作賞 宮脇 玄徳 札幌市漢字Ⅱ

迎 了扇 釧路市漢字Ⅱ 椋本 素涛 札幌市漢字Ⅰ佳作賞

村岡 牧子 札幌市近代詩 村上 美恵 小樽市近代詩

村田 蒼秋 札幌市近代詩 村中 碧涛 苫小牧市漢字Ⅰ

村本 慶子 札幌市近代詩 村本 窓月 旭川市漢字Ⅱ

毛利 孝子 札幌市かなⅡ 盛田 浄雪 石狩市近代詩

森本 京泉 上富良野町漢字Ⅰ 矢嶋 絖苑 苫小牧市漢字Ⅰ

安江 翠泉 更別村前　衛 安田 芳翠 釧路市漢字Ⅱ

柳本 幸子 札幌市近代詩 山内 杏扇 札幌市漢字Ⅰ

山口 春美 恵庭市漢字Ⅰ 山崎 正子 札幌市近代詩

山崎 春苑 旭川市漢字Ⅱ 山下 圭子 札幌市漢字Ⅱ

山田 紫雲 札幌市近代詩 山田 由紀 札幌市近代詩

山本 久風 札幌市近代詩 山本 啓城 室蘭市漢字Ⅰ

山本 紅流 室蘭市近代詩 山本 敏子 札幌市かなⅡ

山本 浩子 大空町かなⅡ 湯谷 雪扇 札幌市漢字Ⅱ

横井 瑞風 札幌市漢字Ⅰ佳作賞 横山 泰葉 札幌市漢字Ⅰ

吉岡 美尚 札幌市漢字Ⅰ 吉川 海斗 函館市近代詩

吉田 紫泉 旭川市近代詩 吉田 卓 札幌市漢字Ⅱ秀作賞

吉田 美紀子 札幌市近代詩 吉田 三沙 白老町漢字Ⅰ佳作賞

吉野 朴静 登別市漢字Ⅱ 米山 秋水 名寄市漢字Ⅰ佳作賞

若林 芳翠 札幌市漢字Ⅰ 若松 浩子 札幌市かなⅡ

鷲山 晶瑤 函館市漢字Ⅱ 和田 英峰 千歳市漢字Ⅱ

渡辺 玄祥 札幌市漢字Ⅰ 渡辺 爽雪 札幌市漢字Ⅱ佳作賞

渡辺 草汀 北広島市漢字Ⅰ 渡部 早裕利 札幌市漢字Ⅱ

和知 典子 札幌市近代詩
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