
第69回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

静岡県

東京展

青木 凌彩 沼津市かなⅡ 朝比奈 妙子 静岡市大　字

渥美 白瑶 浜松市漢字Ⅰ 有友 啓扇 浜松市漢字Ⅰ

飯尾 秋蕊 浜松市漢字Ⅰ 井澤 懐玉 藤枝市前　衛

磯部 敏子 磐田市近代詩 伊藤 春翔 浜松市かなⅡ

伊藤 竹青 富士市漢字Ⅰ 伊藤 凌煙 浜松市漢字Ⅰ

井上 桂月 浜松市前　衛 今村 彩鳳 静岡市かなⅡ

岩見 朱鳳 静岡市かなⅡ秀作賞 岩本 光南 焼津市漢字Ⅱ

岩本 光風 焼津市前　衛佳作賞 植田 咲豊 富士市近代詩

内田 汀花 静岡市かなⅡ 浦田 光有 静岡市前　衛

海野 星遊 富士市近代詩 蝦名 凌郷 静岡市かなⅡ

大石 虚白 浜松市漢字Ⅰ 大石 恵子 島田市前　衛毎日賞

大石 松逕 袋井市漢字Ⅰ 大木 翠晃 浜松市漢字Ⅰ

大草 芝香 浜松市漢字Ⅰ 大塩 恵里子 河津町近代詩

大島 菁舟 沼津市かなⅠ 太田 月虹 静岡市大　字秀作賞

太田 祥月 浜松市前　衛 大竹 久美子 浜松市漢字Ⅱ

岡野 隆翠 浜松市前　衛 岡村 凌箏 静岡市かなⅠ

岡村 凌謡 静岡市かなⅡ 奥川 知佳 牧之原市大　字

奥島 美苗 静岡市かなⅡ 小栗 陽丘 袋井市大　字

小幡 凌鈴 静岡市かなⅡ佳作賞 小俣 恵洲 三島市篆　刻

片瀬 子葉 静岡市漢字Ⅰ 片山 恵草 藤枝市前　衛

勝亦 蘭汀 富士市漢字Ⅰ 加納 溪春 富士市漢字Ⅰ

神谷 雲卿 菊川市近代詩佳作賞 神谷 恵芳 浜松市近代詩

川口 雅心 浜松市漢字Ⅰ 川口 凌昴 静岡市かなⅡ秀作賞

川島 友紀乃 浜松市近代詩 北詰 芳子 富士市篆　刻

木村 邦子 長泉町大　字 金原 驥風 浜松市刻　字

工藤 翠苑 富士市漢字Ⅰ毎日賞 久野 流水 富士市かなⅡ

栗林 悠歩 静岡市大　字 小池 渓舟 浜松市前　衛

小島 紫瑶 浜松市漢字Ⅰ秀作賞 児玉 翠香 御殿場市近代詩

小塚 雲翠 静岡市前　衛 後藤 佳芳 富士市漢字Ⅰ

小林 景秀 富士市漢字Ⅱ 近藤 澄代 静岡市かなⅡ

齋藤 春泉 浜松市漢字Ⅰ 榊原 橘花 静岡市大　字

坂田 由利子 伊東市前　衛 佐藤 双葉 浜松市漢字Ⅰ

佐野 翠香 浜松市漢字Ⅰ 佐野 成風 藤枝市前　衛

芝田 雪柳 富士市近代詩佳作賞 柴田 竹翠 浜松市漢字Ⅱ

清水 磐景 浜松市刻　字 新貝 瑞花 浜松市漢字Ⅰ

榛葉 羽翔 牧之原市前　衛 杉浦 光慶 島田市前　衛

杉山 凌恭 静岡市かなⅡ 杉山 凌姿 静岡市かなⅡ

鈴木 敦子 袋井市漢字Ⅱ 鈴木 華泉 浜松市前　衛

鈴木 佳容 島田市前　衛 鈴木 谿舟 浜松市刻　字

鈴木 光波 島田市前　衛 鈴木 静琉 富士市漢字Ⅰ

鈴木 富葉 御殿場市近代詩 鈴木 萠蓮 南伊豆町かなⅡ

鈴木 美恵子 静岡市大　字秀作賞 鈴木 美緒 浜松市かなⅡ

鈴木 有紀 磐田市大　字 鈴木 芳江 小山町大　字秀作賞

鈴木 凌和 静岡市かなⅡ 芹沢 光苑 御殿場市近代詩

武田 風琳 浜松市漢字Ⅱ 戸田 松碩 浜松市漢字Ⅰ

戸塚 文江 袋井市かなⅡ 殿岡 春苑 静岡市大　字

虎谷 久子 伊東市かなⅡ 中嶋 凌朱 静岡市かなⅡ

長島 毬果 藤枝市前　衛 名倉 啓晶 袋井市大　字

夏目 祥舟 袋井市漢字Ⅱ 奈良 舟鶯 三島市かなⅠ

西村 玉芳 静岡市かなⅠ 西村 凌爽 静岡市かなⅡ

萩原 かおる 河津町近代詩 長谷川 典子 河津町近代詩佳作賞

服部 幸苑 富士市漢字Ⅰ 原 初恵 伊豆の国市前　衛

半田 喜久代 吉田町大　字 平井 寿香 富士市漢字Ⅰ

1/2 ページ



第69回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

静岡県

東京展

平井 聴雨 静岡市大　字 平田 雅仙 下田市かなⅡ

廣瀬 花堂 吉田町前　衛 福岡 知子 静岡市漢字Ⅱ

福田 江樹 浜松市大　字 藤田 弘子 三島市かなⅡ

藤田 麗泉 清水町大　字 松井 ひとみ 河津町大　字

松田 苑 浜松市漢字Ⅰ 松田 祥雪 浜松市前　衛

松本 大逵 河津町近代詩 丸山 鏡華 熱海市近代詩

三上 璋恵 富士宮市漢字Ⅰ 溝垣 松琴 浜松市漢字Ⅰ

三田 蘭豊 伊東市近代詩 皆川 京華 浜松市漢字Ⅱ

村井 靖子 小山町大　字 村石 静雲 浜松市漢字Ⅰ

村上 麗水 浜松市漢字Ⅰ 村松 極水 藤枝市前　衛

村松 弘華 袋井市大　字 望月 伊公子 静岡市かなⅠ佳作賞

望月 一耿 静岡市大　字 望月 勝久 静岡市漢字Ⅱ

望月 好華 富士市近代詩 望月 凌咏 静岡市かなⅡ

門西 恵花 富士市漢字Ⅰ佳作賞 藪崎 佳堂 藤枝市前　衛

山崎 悠稀 浜松市大　字 山島 凌榮 静岡市かなⅡ

山瀬 一成 浜松市漢字Ⅱ 山田 貴代恵 浜松市近代詩

山根 恵光 沼津市漢字Ⅱ佳作賞 山本 多嘉子 東伊豆町漢字Ⅱ

湯山 恵美子 小山町大　字 吉澤 一華 焼津市近代詩

吉田 和己 清水町かなⅡ 吉永 益美 吉田町大　字

吉水 大泉 浜松市刻　字 鷲巣 千里 静岡市大　字

和田 虹瑶 浜松市漢字Ⅰ 渡辺 花更 静岡市かなⅠ

渡邉 燦華 富士市近代詩 渡辺 純代 静岡市かなⅡ
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