
第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

岐阜県

東海展   （岐阜県　愛知県　三重県）

荒木 桃花 岐阜市漢字Ⅱ 安藤 溪泉 羽島市漢字Ⅰ

伊後 春穂 中津川市漢字Ⅰ 乾 星華 多治見市近代詩佳作賞

井上 香苑 北方町近代詩佳作賞 井上 翠園 瑞穂市近代詩

上松 早苗 羽島市漢字Ⅰ佳作賞 太田 蘭風 関市漢字Ⅱ

大橋 一氏 羽島市漢字Ⅰ 大橋 桐葉 大垣市漢字Ⅱ佳作賞

小川 東歩 大垣市近代詩 奥村 朱華 岐阜市漢字Ⅰ

小津 涼雲 美濃加茂市漢字Ⅰ 加藤 紫友 岐阜市近代詩

加藤 藍扇 多治見市漢字Ⅰ 川瀬 美津子 海津市漢字Ⅰ

九野 恭葩 岐阜市近代詩 後藤 千甃 美濃加茂市漢字Ⅰ佳作賞

酒井 芳華 各務原市漢字Ⅰ 佐光 小華 美濃加茂市漢字Ⅰ

鷲見 香春 岐阜市近代詩 高井 瑛舜 美濃市漢字Ⅰ佳作賞

田中 春華 垂井町漢字Ⅱ 中嶋 明月 養老町かなⅠ秀作賞

長谷川 美泉 多治見市近代詩 平野 香風 海津市漢字Ⅱ

福田 凌華 多治見市漢字Ⅰ 藤田 佐喜子 海津市漢字Ⅰ

三尾 宵汀 多治見市漢字Ⅰ 水野 韜光 多治見市漢字Ⅰ

水野 美帛 多治見市漢字Ⅰ 箕浦 美恵子 大垣市かなⅠ

森 政子 羽島市漢字Ⅰ 渡辺 桂真 多治見市近代詩

渡辺 白鳳 可児市漢字Ⅰ佳作賞
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赤梅 東風 名古屋市かなⅠ 赤根 紫明 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞

秋田 松旭 尾張旭市漢字Ⅰ 浅井 紅鶴 長久手市近代詩

朝井 美佐子 瀬戸市近代詩 朝倉 照子 豊田市かなⅡ

浅野 千香 小牧市近代詩 阿部 秀蘭 豊田市近代詩

天木 紫希 阿久比町漢字Ⅱ 安藤 知子 名古屋市漢字Ⅱ

飯田 寿泉 蟹江町近代詩 飯田 翠園 名古屋市近代詩

幾井 翔風 名古屋市漢字Ⅱ 石井 郁代 名古屋市かなⅡ佳作賞

石井 小湖 春日井市近代詩 石川 花林 武豊町漢字Ⅰ

石川 西城 半田市漢字Ⅰ 石塚 美根子 豊田市大　字

石原 嘉子 岡崎市漢字Ⅰ 石本 祥苑 岡崎市漢字Ⅰ

泉 好子 西尾市大　字秀作賞 井 泰石 半田市漢字Ⅰ

伊藤 和代 豊橋市近代詩 伊藤 定子 名古屋市かなⅠ

伊藤 紫晃 津島市漢字Ⅱ 伊藤 瑞泉 名古屋市漢字Ⅱ

伊藤 井翠 春日井市大　字 伊藤 茜苑 日進市漢字Ⅱ

伊藤 鳳堂 名古屋市近代詩 伊奈 美峰 豊川市大　字

稲垣 竹徑 西尾市漢字Ⅱ 井上 愛子 名古屋市かなⅡ

今村 古雅 小牧市近代詩 岩崎 玉楊 春日井市近代詩

岩下 健太郎 名古屋市漢字Ⅱ 岩田 栄欽 知多市漢字Ⅱ

岩田 紫掾 名古屋市漢字Ⅱ 植田 年香 豊橋市近代詩

植田 錦舟 豊田市近代詩 上田 信 瀬戸市漢字Ⅱ

鵜飼 冠山 春日井市大　字 鵜飼 秀芳 名古屋市近代詩

鵜海 青汪 美浜町漢字Ⅰ 宇佐見 翠煌 刈谷市漢字Ⅰ

梅村 鉄明 名古屋市大　字 榎本 康代 西尾市近代詩

遠藤 紫香 名古屋市大　字 大久保 紅城 北名古屋市漢字Ⅱ

大沢 真弓 名古屋市近代詩 太田 紫玉 名古屋市近代詩

太田 ミヨ子 豊田市大　字 太田 龍泉 岡崎市漢字Ⅰ

太田 龍峰 稲沢市近代詩 大辻 秋蕙 知多市かなⅠ

大橋 卯京 犬山市近代詩 大橋 幽径 春日井市近代詩秀作賞

岡島 淡雪 豊山町近代詩 岡添 能子 名古屋市漢字Ⅱ

小川 琴風 名古屋市近代詩 小川 螢雪 名古屋市漢字Ⅱ

小川 康代 豊橋市近代詩 荻原 春蓬 知多市漢字Ⅱ

奥川 栄捷 東浦町漢字Ⅱ 奥田 薫苑 岩倉市近代詩

奥山 啓庵 瀬戸市漢字Ⅱ 奥山 紫泉 名古屋市かなⅡ

小栗 節子 豊橋市漢字Ⅱ佳作賞 尾崎 虹葉 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞

織田 祥啓 名古屋市かなⅡ佳作賞 海田 幸導 名古屋市漢字Ⅰ

貝沼 栄 飛島村漢字Ⅱ 垣本 松風 刈谷市漢字Ⅰ

笠木 柏舟 春日井市近代詩 梶田 春陽 春日井市近代詩秀作賞

春日井 清苑 名古屋市近代詩 片岡 桂苑 岩倉市近代詩

片岡 昌谷 半田市漢字Ⅱ 片岡 蘭泉 半田市漢字Ⅰ

片桐 千賀子 豊田市漢字Ⅱ 加藤 一次 高浜市大　字

加藤 景春 春日井市近代詩 加藤 香月 名古屋市近代詩

加藤 紫光 みよし市近代詩 加藤 舟川 名古屋市かなⅡ

加藤 浩子 名古屋市かなⅡ 加藤 凡空 岡崎市大　字佳作賞

加藤 芳恵 名古屋市近代詩 兼子 圭葉 名古屋市漢字Ⅰ

加納 玉珠 名古屋市近代詩 神谷 光泉 大府市漢字Ⅱ

神谷 千恵子 豊川市近代詩 加茂 清子 岡崎市漢字Ⅰ

河合 美玲 名古屋市近代詩 川口 花園 あま市漢字Ⅱ

川口 岳翠 稲沢市漢字Ⅱ 川島 幸春 春日井市近代詩

川那 芳恵 名古屋市近代詩秀作賞 河村 紫夙 名古屋市漢字Ⅱ

川村 春霞 名古屋市近代詩 岸 皇龍 一宮市漢字Ⅱ

北川 秀麗 名古屋市かなⅠ 北村 まり子 豊明市大　字

木野瀬 陽光 春日井市近代詩 木村 青燕 北名古屋市漢字Ⅰ

日下部 みゆき 西尾市大　字 久野 弘敞 名古屋市大　字
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久野 天山 知多市漢字Ⅱ 久保田 陽子 豊橋市かなⅡ

熊澤 小車 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞 栗木 甘露 名古屋市近代詩

楜澤 美月 名古屋市漢字Ⅱ秀作賞 黒宮 紅鶴 あま市漢字Ⅱ佳作賞

黒柳 知里 安城市大　字 黒栁 真実 岡崎市大　字

国分 敦子 名古屋市漢字Ⅰ 小澤 紀風 稲沢市漢字Ⅱ

小嶋 真海 西尾市近代詩 小島 泰子 名古屋市漢字Ⅰ

後藤 久慶 春日井市近代詩 小西 静芳 名古屋市漢字Ⅱ

小林 恵風 春日井市近代詩秀作賞 小林 紫鋪 名古屋市漢字Ⅱ

斉藤 紫愈 名古屋市漢字Ⅱ 齋藤 敏美 豊川市大　字

齋藤 悠城 日進市漢字Ⅱ 酒井 琴泉 名古屋市漢字Ⅱ

坂倉 公子 名古屋市かなⅡ 桜井 和香 尾張旭市近代詩秀作賞

桜場 龍峰 武豊町漢字Ⅰ 佐々木 博山 稲沢市漢字Ⅰ

佐々木 正義 長久手市漢字Ⅱ 佐竹 得道 名古屋市近代詩

佐藤 翠石 岡崎市漢字Ⅰ 佐藤 知子 田原市近代詩

佐藤 不朽 春日井市近代詩 佐藤 緑風 名古屋市近代詩

沢田 皎雪 半田市漢字Ⅱ 澤田 香華 弥富市漢字Ⅱ

柴田 華逕 岡崎市近代詩 柴田 裕子 名古屋市かなⅡ

嶋田 緑苔 あま市漢字Ⅱ 清水 紫華 東浦町漢字Ⅱ

東海林 蕗子 豊橋市近代詩 白井 絹代 豊川市かなⅡ

神野 紫浩 名古屋市漢字Ⅱ 杉浦 琇鈴 半田市漢字Ⅰ

杉浦 康博 安城市かなⅡ 杉江 花城 半田市漢字Ⅰ

杉戸 神泉 名古屋市近代詩 杉戸 竹映 蟹江町漢字Ⅰ

杉村 明泉 稲沢市かなⅡ 杉山 歩月 名古屋市漢字Ⅰ

須崎 渓華 岡崎市漢字Ⅰ 鈴木 花園 半田市漢字Ⅰ

鈴木 雅風 名古屋市漢字Ⅱ 鈴木 環翠 春日井市近代詩

鈴木 廣堂 名古屋市漢字Ⅰ 鈴木 松琴 名古屋市漢字Ⅰ

鈴木 千晴 豊田市大　字 鈴木 美月 春日井市近代詩佳作賞

須田 白城 半田市漢字Ⅰ 角田 玉鈴 岡崎市漢字Ⅰ

角谷 弘子 碧南市大　字 台場 知香 名古屋市近代詩

高木 真由美 日進市かなⅡ 高橋 紫裕 名古屋市漢字Ⅱ

高橋 白羊 半田市漢字Ⅰ 高橋 八重子 名古屋市漢字Ⅰ

高橋 麗水 岩倉市近代詩 高間 谿風 名古屋市近代詩

滝本 白峰 南知多町漢字Ⅰ 竹内 紫燕 安城市大　字佳作賞

竹内 友康 半田市漢字Ⅰ 竹内 南里 阿久比町漢字Ⅰ

竹條 友苑 名古屋市大　字 竹田 友美 愛西市かなⅠ

武野 桂華 豊橋市大　字 田中 華城 半田市漢字Ⅰ

棚橋 一葉 名古屋市漢字Ⅱ 谷利 紫鳳 春日井市近代詩佳作賞

谷口 大觀 長久手市近代詩 塚本 昇寿 知立市漢字Ⅰ

逵 美峰 名古屋市近代詩 土屋 春聲 名古屋市漢字Ⅱ

都築 心扇 安城市大　字 堤 光星 春日井市近代詩

坪沼 明美 名古屋市漢字Ⅰ 栃木 静光 名古屋市漢字Ⅱ

冨田 梢峰 犬山市近代詩 戸谷 翠峰 名古屋市漢字Ⅱ

豊嶋 仙華 名古屋市近代詩 中井 港星 あま市漢字Ⅰ

中神 紫眸 田原市漢字Ⅱ秀作賞 中川 勢以子 名古屋市漢字Ⅱ

中川 美翠 武豊町漢字Ⅰ 中島 祐三子 名古屋市大　字

永田 美幸 知立市大　字 長縄 祐子 瀬戸市近代詩

中野 万敬 春日井市大　字 中野 光花 知多市漢字Ⅱ

中橋 美恵子 名古屋市大　字 永見 沙香 春日井市大　字

中村 絵里子 名古屋市近代詩佳作賞 中村 香葉 日進市漢字Ⅰ佳作賞

成田 香雪 豊田市漢字Ⅰ 成瀬 游城 岡崎市漢字Ⅰ

西川 晴江 豊田市漢字Ⅱ 丹羽 茜麗 名古屋市漢字Ⅱ

布目 松渓 名古屋市漢字Ⅰ 沼田 敏明 豊橋市漢字Ⅱ

能美 華窓 春日井市近代詩 野口 志園 半田市漢字Ⅰ
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野田 和子 名古屋市かなⅡ 野々山 多佳子 東郷町かなⅡ佳作賞

野村 華春 瀬戸市漢字Ⅱ 橋爪 淳歩 名古屋市近代詩

羽柴 苔谷 春日井市近代詩 長谷川 京子 名古屋市近代詩

長谷川 香流 名古屋市近代詩 長谷川 春汀 名古屋市近代詩

服部 玉葉 名古屋市近代詩 服部 光峰 春日井市大　字

花井 清水 名古屋市近代詩 花木 流楓 名古屋市漢字Ⅰ

浜島 華映 刈谷市漢字Ⅰ 早川 扶美子 名古屋市近代詩

早川 蘭光 名古屋市近代詩 林 京花 名古屋市近代詩佳作賞

林 翠柳 名古屋市近代詩 林 泰伯 名古屋市近代詩

林 柏亭 名古屋市漢字Ⅱ 林 和苑 小牧市近代詩

原 紗舟 瀬戸市近代詩 原田 峰葉 豊川市近代詩

原田 圭竹 東浦町漢字Ⅰ佳作賞 伴 晋水 豊橋市近代詩

半田 桂華 岡崎市篆　刻 平井 苔泉 春日井市近代詩

平野 智山 名古屋市近代詩秀作賞 広瀬 滋雄 岡崎市漢字Ⅰ

福井 笙燿 名古屋市近代詩 福岡 優慧 一宮市近代詩

福田 ヒデ 豊橋市近代詩 福谷 紅華 日進市漢字Ⅱ

福西 史呂 春日井市篆　刻 藤井 子葉 名古屋市篆　刻

藤田 香志 春日井市大　字 藤田 芳子 蒲郡市大　字毎日賞

藤原 趣圭 名古屋市近代詩 古居 紫愉 名古屋市漢字Ⅱ

北條 竹香 名古屋市かなⅡ 星野 亜希 岡崎市漢字Ⅱ佳作賞

堀田 直子 名古屋市大　字 堀 葵蝉 名古屋市近代詩

牧野 絵美 名古屋市近代詩 増田 紅葩 春日井市近代詩

増田 蘭苑 名古屋市近代詩 間瀬 蕙紅 半田市漢字Ⅰ

待田 康苑 安城市大　字 松浦 楊燕 小牧市近代詩

松下 鶴苑 春日井市近代詩 松下 聖心 名古屋市近代詩

松田 清美 名古屋市近代詩毎日賞 松田 穂嬋 名古屋市漢字Ⅰ

松田 麗玉 稲沢市漢字Ⅱ 松本 盈真 春日井市漢字Ⅱ

松元 彩華 長久手市近代詩 松本 松風 名古屋市漢字Ⅰ

真鍋 深葉 日進市漢字Ⅰ 丸山 寿津江 蒲郡市近代詩

三浦 美和 春日井市漢字Ⅰ 水谷 貴和子 名古屋市かなⅡ

水野 栖州 豊田市漢字Ⅰ 水野 美千 尾張旭市近代詩

三田村 章泉 名古屋市かなⅡ 光永 虹風 尾張旭市近代詩

宮崎 弘園 小牧市近代詩 宮島 みどり 名古屋市大　字佳作賞

宮間 秀子 名古屋市近代詩 三輪 三麗 あま市近代詩

三輪 鼎堂 名古屋市近代詩 村上 史麗 一宮市漢字Ⅰ秀作賞

村上 芳香 名古屋市漢字Ⅱ 村瀬 芳江 日進市かなⅡ

村田 香華 名古屋市漢字Ⅱ 村田 籬香 名古屋市近代詩

毛利 恵風 東浦町漢字Ⅰ 森 和子 名古屋市漢字Ⅱ

森 絹泉 一宮市漢字Ⅱ毎日賞 森 光苑 名古屋市かなⅠ

森 雪華 一宮市近代詩 森 仙骨 名古屋市大　字

森下 喜久子 豊橋市近代詩 八木 英子 豊橋市近代詩

安江 由華 稲沢市漢字Ⅱ 安田 春麗 名古屋市近代詩

安田 晴雲 名古屋市漢字Ⅰ 矢田部 里美 安城市漢字Ⅱ

柳瀬 緑風 名古屋市近代詩 山岸 邦山 豊田市大　字

山口 比奈 名古屋市大　字 山口 裕子 豊川市かなⅡ

山下 聖水 一宮市かなⅠ 山田 鶴玲 春日井市近代詩

山田 和子 田原市近代詩 山田 萩恵 名古屋市近代詩

山田 小恵 名古屋市近代詩 山田 流芳 名古屋市漢字Ⅱ佳作賞

山中 智恵美 あま市かなⅡ 山本 寛子 豊橋市近代詩

山本 裕子 名古屋市大　字 湯本 紫肇 名古屋市漢字Ⅱ

横山 美華 大府市漢字Ⅱ 吉川 桃香 知多市漢字Ⅱ

吉田 香雪 弥富市近代詩 吉田 松瀨 半田市近代詩

吉田 久子 日進市近代詩 吉田 万由美 名古屋市かなⅡ佳作賞
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第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

愛知県

東海展   （岐阜県　愛知県　三重県）

吉橋 公子 豊橋市近代詩 米田 清翠 東海市漢字Ⅱ

若松 千翠 名古屋市漢字Ⅱ 渡辺 千寿 名古屋市漢字Ⅰ
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第68回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

三重県

東海展   （岐阜県　愛知県　三重県）

石垣 秀華 いなべ市かなⅠ 伊藤 春翠 いなべ市かなⅡ

太田 浄泉 木曽岬町近代詩 岡野 敬子 四日市市大　字

出口 由美子 松阪市近代詩 仲井 小華 松阪市近代詩秀作賞

中林 裕子 伊勢市大　字 野口 虹畔 津市かなⅡ

藤岡 梅楓 いなべ市かなⅡ 藤田 青苑 松阪市近代詩

細野 松皐 津市かなⅡ 堀川 須麿子 松阪市近代詩

宮 希蓉 東員町漢字Ⅱ 村岸 翠甫 津市かなⅡ

村山 香峰 亀山市近代詩 森岡 棠玲 伊賀市近代詩

山路 白燿 志摩市近代詩
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