
第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

千葉県

東京展

赤石 静湖 千葉市近代詩佳作賞 秋田谷 岱空 木更津市漢字Ⅰ

浅井 白蓮 市川市漢字Ⅰ 浅尾 利惠子 千葉市かなⅡ

浅見 由紀子 市川市前　衛 蘆田 美泉 千葉市漢字Ⅱ

安島 桃香 柏市大　字 網代 彩虹 松戸市近代詩

足立 道仙 市原市刻　字佳作賞 熱田 江卿 佐倉市漢字Ⅰ

安部 進 船橋市刻　字 阿部 延子 流山市かなⅡ

天寺 雅良 八千代市漢字Ⅱ 新井 華水 船橋市近代詩

荒井 峻瑶 野田市近代詩 荒武 良弘 習志野市篆　刻

在原 春葉 佐倉市漢字Ⅰ 安生 弘祥 習志野市かなⅡ

安藤 楊風 酒々井町前　衛 安藤 麗華 匝瑳市漢字Ⅰ

飯島 雅雪 船橋市近代詩 飯田 光彩 香取市近代詩

飯塚 靖子 浦安市大　字 五十嵐 純子 八千代市かなⅡ秀作賞

五十嵐 明楓 船橋市漢字Ⅰ 井川 彩春 船橋市漢字Ⅱ

池田 瓏 横芝光町漢字Ⅱ 池村 真子 印西市かなⅡ

石井 邱黛 松戸市漢字Ⅱ 石井 百合子 市川市かなⅠ

石井 李璋 松戸市かなⅡ 石井 澪翠 八千代市漢字Ⅱ

石川 玖蝉 千葉市近代詩 石川 晴洞 千葉市近代詩

石田 萠逕 千葉市かなⅠ 石橋 華泉 東金市漢字Ⅱ

石橋 江瑤 成田市近代詩 石若 幸一 船橋市篆　刻

一栁 悠園 千葉市漢字Ⅰ 伊藤 佳鶯 千葉市大　字

井上 芝雲 横芝光町かなⅡ 井上 秋圃 浦安市漢字Ⅰ

井上 春陽 松戸市近代詩 井上 大覺 習志野市近代詩

井上 磨津美 柏市かなⅡ 井上 美華 船橋市近代詩

今関 心華 市原市近代詩 今村 瑞邦 松戸市漢字Ⅱ

岩崎 淳子 柏市かなⅡ 岩本 由美子 市川市大　字

宇井 彩風 成田市前　衛 上原 東琴 我孫子市漢字Ⅰ

上原 芳 千葉市漢字Ⅱ 魚地 桂鶴 船橋市近代詩

後路 知子 千葉市近代詩 内田 幸苑 千葉市近代詩

内山 雲 千葉市漢字Ⅰ 生方 鴬葉 柏市漢字Ⅰ

梅津 久美子 船橋市かなⅡ 浦 司淑 八千代市かなⅠ

江口 瑤華 松戸市漢字Ⅱ 榎本 光邦 御宿町かなⅠ

遠藤 玉華 千葉市近代詩 大網 爽園 銚子市大　字佳作賞

大河原 麦 千葉市大　字 大木 幸帆 流山市かなⅡ

大久保 幸 千葉市かなⅡ 大島 夏彩 流山市近代詩

太田 香逕 佐倉市刻　字 太田 遥香 四街道市近代詩

大塚 秀芳 流山市かなⅡ 大塚 松峰 船橋市近代詩

大埜 荷舟 船橋市かなⅡ 大野 蘭秀 市原市近代詩

大前 公秀 市原市漢字Ⅱ 大森 恵泉 松戸市かなⅡ秀作賞

岡崎 翠晃 八千代市漢字Ⅱ 小川 白舟 習志野市近代詩

小川 白柳 芝山町漢字Ⅱ 奥村 美楓 鋸南町近代詩

小倉 梅扇 千葉市漢字Ⅰ 小野 東月 船橋市近代詩

小見川 穂祐 八街市近代詩 海保 春游 市原市漢字Ⅱ

影山 扇葉 千葉市漢字Ⅰ秀作賞 笠島 まり子 千葉市かなⅡ

樫浦 春曙 千葉市近代詩 勝倉 旭堂 柏市近代詩毎日賞

勝部 魏棠 木更津市近代詩 加藤 逕華 八千代市近代詩毎日賞

加藤 桂香 船橋市かなⅡ 加藤 貞子 市川市大　字

加藤 静泉 松戸市近代詩 金弘 塁 船橋市近代詩

上村 煌風 松戸市近代詩 栢木 蒼厳 松戸市近代詩

川倉 松葉 千葉市近代詩 川島 昂悦 市川市かなⅡ

川嶋 芳岳 東金市漢字Ⅰ 川端 方洞 松戸市刻　字

河原 山翠 柏市近代詩 木村 順峰 木更津市近代詩

桐岡 銘紀 八街市近代詩 桐谷 香雪 市原市近代詩

九鬼 和子 松戸市かなⅠ 楠本 良風 千葉市近代詩
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工藤 香苑 千葉市かなⅡ毎日賞 倉田 積子 松戸市かなⅡ

蔵村 登美 八街市近代詩 黒岩 瑞泉 松戸市漢字Ⅱ

黒尾 松鶯 千葉市近代詩 黒田 麗峰 市原市漢字Ⅰ

黒沼 カホル 栄町かなⅡ佳作賞 桑原 茱暎 千葉市大　字

小泉 澄月 松戸市大　字 小板橋 伯穂 千葉市漢字Ⅱ

小島 櫨紅 千葉市近代詩 小関 千草 大網白里市漢字Ⅱ

児玉 壽雲 我孫子市近代詩 後藤 舟詠 野田市かなⅡ

後藤 静陽 佐倉市漢字Ⅱ 小早川 舟溪 松戸市かなⅠ佳作賞

小林 英蕙 船橋市かなⅡ 小林 咲舟 船橋市近代詩

小林 節子 柏市かなⅡ 小松 房子 木更津市近代詩

小松澤 玉波 船橋市近代詩 小宮 防子 流山市かなⅡ

菰田 茜春 我孫子市漢字Ⅰ秀作賞 小山 香雲 千葉市近代詩

小山 茜玉 習志野市漢字Ⅰ 今 達也 佐倉市近代詩

近藤 紫楊 千葉市近代詩 近藤 美浦 流山市大　字

齋賀 清翠 市原市近代詩 齋賀 裕美 市原市近代詩

齋藤 政子 木更津市近代詩秀作賞 酒井 花雪 四街道市前　衛

坂部 俊雪 習志野市漢字Ⅰ 坂本 龍水 千葉市近代詩秀作賞

佐川 紅輝 船橋市刻　字秀作賞 佐久間 松聲 千葉市近代詩

櫻井 玉江 流山市かなⅠ 櫻田 南苑 佐倉市篆　刻

佐々木 祥子 鎌ケ谷市かなⅡ 佐々木 翠香 市原市漢字Ⅱ秀作賞

佐々木 テル子 木更津市近代詩 佐藤 桂香 千葉市漢字Ⅱ

佐藤 香舟 佐倉市近代詩 佐藤 朱游 市原市漢字Ⅱ

佐野 萌春 千葉市近代詩 澤田 雙鶴 千葉市近代詩

椎名 美峰 船橋市近代詩 鹿田 馨星 船橋市近代詩

宍倉 琴泉 船橋市近代詩 篠原 楊流 市原市近代詩

島田 晃明 市川市漢字Ⅰ 嶋津 櫻静 我孫子市かなⅡ

島林 松鈴 船橋市近代詩 清水 鶴泉 我孫子市漢字Ⅰ

霜島 雅鴦 八千代市漢字Ⅱ 庄司 溪苑 船橋市近代詩

庄司 翠徳 我孫子市かなⅡ 新行内 芳蘭 旭市漢字Ⅰ

菅沼 茜翠 松戸市漢字Ⅱ 菅間 由美子 船橋市かなⅡ

菅原 房江 千葉市近代詩秀作賞 杉田 清子 印西市かなⅡ

杉原 美翠 柏市漢字Ⅱ 椙山 華雨 千葉市漢字Ⅰ

勝呂 淳子 船橋市大　字 鈴木 杏華 市原市近代詩佳作賞

鈴木 桂泉 松戸市近代詩 鈴木 彩雨 千葉市近代詩

鈴木 翠汪 八千代市漢字Ⅱ秀作賞 鈴木 夢雅 八千代市漢字Ⅱ

鈴木 玲香 千葉市漢字Ⅰ 鈴木 蓮清 印西市漢字Ⅱ

数藤 青樹 習志野市漢字Ⅰ佳作賞 砂長 紫音 柏市近代詩

五月女 寿郷 松戸市漢字Ⅰ 宗村 典子 松戸市近代詩

曽我部 延子 市川市大　字 染谷 昌峰 銚子市大　字

高尾 溪葉 南房総市近代詩 高木 竹香 千葉市近代詩佳作賞

高崎 清之助 我孫子市大　字 高嶋 翠恵 市原市漢字Ⅰ

高野 紗生 野田市近代詩佳作賞 高橋 賢雲 千葉市漢字Ⅱ

高橋 松湊 市川市かなⅡ 高橋 英子 我孫子市近代詩

高森 春羚 千葉市かなⅡ佳作賞 高山 玉妙 千葉市かなⅡ

田口 勝三 市川市漢字Ⅱ 田口 凌蝉 市川市近代詩

武井 花陽 市川市漢字Ⅰ 竹内 麗理 松戸市漢字Ⅰ佳作賞

武川 登貴 流山市近代詩 竹浪 叙舟 千葉市漢字Ⅰ佳作賞

田坂 玉華 船橋市漢字Ⅰ 田尻 光華 千葉市大　字

建石 陽子 習志野市かなⅡ 田所 伶晃 印西市かなⅡ

田中 千佳子 船橋市漢字Ⅱ 田中 千之 市川市篆　刻

田中 文代 佐倉市かなⅡ 田中 裕煌 成田市近代詩

谷口 恵理 市川市かなⅡ秀作賞 田村 春渡 鴨川市かなⅠ

千葉 春泉 松戸市近代詩 長野 秀華 習志野市刻　字
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塚本 沙瑤 野田市近代詩 辻河 嵐迥 習志野市近代詩

土屋 芽泉 松戸市近代詩 土屋 喬苑 松戸市近代詩

土屋 聖峰 山武市漢字Ⅱ 積田 和春 船橋市かなⅡ

津村 廂雨 市原市漢字Ⅰ 露崎 燕 千葉市大　字

鶴岡 香雪 千葉市近代詩 手嶋 恵泉 習志野市近代詩

寺田 栄子 四街道市刻　字佳作賞 時田 香苑 市原市漢字Ⅱ

徳久 萌香 印西市漢字Ⅰ 戸倉 恵萩 船橋市漢字Ⅱ

兎澤 翠玲 白井市漢字Ⅰ 土橋 芳子 市原市近代詩

富岡 幸理 船橋市かなⅡ 富川 素子 船橋市かなⅡ

富田 青軒 習志野市漢字Ⅰ 豊田 芳鈴 我孫子市かなⅡ

内藤 青妍 船橋市漢字Ⅰ 長澤 鴨舟 四街道市近代詩

中島 春洋 野田市漢字Ⅰ 中嶋 藤粹 四街道市近代詩

中嶌 有希 柏市漢字Ⅱ 長島 僊雨 佐倉市近代詩佳作賞

長嶋 寛子 浦安市かなⅡ 中田 翠苑 野田市漢字Ⅰ

永田 紅蘭 銚子市近代詩 長沼 松雪 習志野市漢字Ⅰ

中野 梢月 木更津市近代詩佳作賞 中野 智美 市川市近代詩

永野 晴香 千葉市近代詩 永野 鈴香 市原市近代詩

中村 永夋 船橋市かなⅡ 中村 紅彩 大網白里市漢字Ⅱ

中村 ふみ子 佐倉市かなⅡ 中山 宣江 野田市大　字

鍋島 春苑 市川市漢字Ⅱ佳作賞 奈良 清扇 木更津市近代詩

成田 澄恵 流山市大　字 成田 相扇 四街道市かなⅡ

成嶋 松香 松戸市近代詩 西野 幽草 袖ケ浦市漢字Ⅱ

西野 礼子 成田市かなⅠ 西村 快峯 千葉市漢字Ⅱ

西村 久恵 木更津市近代詩 西山 清美 千葉市かなⅡ

丹羽 敬月 鎌ケ谷市漢字Ⅱ 丹羽 秀雲 船橋市漢字Ⅱ

根本 有希子 船橋市かなⅠ毎日賞 能塚 康郎 千葉市漢字Ⅱ

橋本 紫由 我孫子市近代詩 長谷川 松浦 流山市近代詩

幡野 雅草 市川市かなⅡ 濱崎 松岑 茂原市刻　字

浜田 清雲 千葉市近代詩 濱田 竹雪 富里市前　衛

浜西 千鶴 千葉市近代詩 早川 蕙風 千葉市近代詩

林 美法 市原市近代詩 林 佑翠 千葉市近代詩

原 紅蘭 松戸市近代詩毎日賞 原田 西海 千葉市近代詩

半田 聡悦 市川市かなⅠ 日置 雅有 佐倉市漢字Ⅱ

久光 福美 成田市かなⅡ 日向 峻涯 千葉市漢字Ⅱ

日原 抱翠 八千代市漢字Ⅱ 百武 笙洵 松戸市漢字Ⅰ

平井 和子 千葉市かなⅡ 平川 翠宇 八千代市漢字Ⅱ

平野 笛舟 千葉市漢字Ⅰ 廣田 華翠 四街道市近代詩

備中 隆文 千葉市大　字 深井 清泉 千葉市近代詩

福谷 玲子 千葉市かなⅡ秀作賞 藤崎 徹 茂原市かなⅡ秀作賞

藤原 真希枝 柏市かなⅡ 古本 真砂子 松戸市近代詩

古谷 由利子 木更津市近代詩佳作賞 星野 静代 千葉市かなⅡ

細田 香瑤 千葉市漢字Ⅰ 堀口 芳枝 千葉市漢字Ⅱ

本多 二三 木更津市漢字Ⅱ 本多 涌泉 千葉市近代詩

益子 翠蘭 千葉市漢字Ⅱ 真下 良祐 旭市かなⅠ

増田 岳畝 流山市大　字 増田 松姫 流山市漢字Ⅱ

松井 千賀 流山市かなⅡ 松浦 清華 千葉市漢字Ⅱ

松ヶ崎 浚翠 八千代市漢字Ⅱ 松倉 満子 松戸市かなⅡ毎日賞

松戸 蘭城 千葉市近代詩 松永 香秋 袖ケ浦市近代詩

松村 秀扇 習志野市近代詩 丸山 千嶽 松戸市近代詩

三田 翠恍 船橋市近代詩 三岡 翠風 佐倉市漢字Ⅱ

南 紀洋子 市川市かなⅡ 南地 妙石 松戸市近代詩

三舩 青波 千葉市近代詩 宮崎 希雲 我孫子市漢字Ⅰ

宮田 紫香 千葉市近代詩 宮田 英子 木更津市かなⅠ
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宮本 千霞 松戸市近代詩 向井 蕉堤 市川市篆　刻

村田 真由美 市川市漢字Ⅱ 室本 實生 千葉市近代詩

室矢 祥園 千葉市かなⅡ 望月 沙香 市川市近代詩

森谷 翠瑩 市原市近代詩 森脇 紅花 市原市近代詩

八木 天香 酒々井町近代詩 矢口 昌華 柏市漢字Ⅰ

谷内 和代 流山市近代詩 柳瀬 絮風 船橋市漢字Ⅱ

山内 かつ子 浦安市漢字Ⅱ 山内 蓉香 千葉市近代詩

山口 幸恵 木更津市近代詩 山口 芳雨 我孫子市かなⅡ

山口 路美子 船橋市かなⅡ秀作賞 山澤 草玉 柏市かなⅡ

山沢 有葭 船橋市近代詩 山中 珂径 流山市近代詩

山本 秋苑 市川市かなⅡ 山本 翠晃 船橋市かなⅠ

湯本 松華 浦安市漢字Ⅰ 吉田 桂璋 松戸市近代詩佳作賞

吉田 孝堂 勝浦市近代詩 吉田 弘子 船橋市かなⅡ

吉原 秋桜 千葉市近代詩 吉原 聖雪 柏市漢字Ⅱ

米川 碧翠 柏市漢字Ⅱ 渡井 清輝 八千代市近代詩

渡辺 香津枝 木更津市近代詩佳作賞 渡辺 慶静 我孫子市かなⅡ

渡辺 秋湖 市川市近代詩 渡部 節子 木更津市近代詩
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