
第69回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

秋田県

山形展   （秋田県　山形県　福島県）

秋山 由美子 由利本荘市近代詩 阿部 子徳 羽後町漢字Ⅰ

打矢 博子 由利本荘市近代詩 海野 燦翠 秋田市近代詩

遠藤 佳苗 由利本荘市近代詩 遠藤 芙美子 由利本荘市近代詩

大須賀 青玉 にかほ市近代詩 大竹 直子 由利本荘市近代詩

大塚 清芽 能代市漢字Ⅰ秀作賞 小田島 和翠 横手市大　字

加賀谷 穂蓉 由利本荘市近代詩 柿崎 真翠 秋田市近代詩

菊地 謙二 由利本荘市近代詩毎日賞 木村 恵芳 秋田市漢字Ⅱ

木村 光楊 湯沢市漢字Ⅰ 工藤 桂子 由利本荘市近代詩

工藤 由紀子 由利本荘市近代詩佳作賞 熊谷 貞子 由利本荘市近代詩

越川 志保 にかほ市近代詩 小島 弥恵子 由利本荘市近代詩

齋藤 翠香 にかほ市近代詩 酒井 佇泉 仙北市近代詩

佐々木 幸子 由利本荘市近代詩 佐々木 晃節 由利本荘市近代詩

佐々木 青虹 由利本荘市近代詩 佐々木 玲子 横手市大　字

佐藤 青琴 秋田市近代詩 佐藤 敏子 由利本荘市近代詩

柴田 香苑 羽後町漢字Ⅰ 鈴木 松一郎 秋田市近代詩

高橋 美加 湯沢市漢字Ⅰ 武石 翠径 湯沢市前　衛

竹内 美穂 にかほ市近代詩佳作賞 千田 寿山 井川町漢字Ⅰ

冨樫 良子 由利本荘市近代詩 内藤 一華 鹿角市近代詩

長沼 緋紗子 秋田市近代詩 那須 瑠美 由利本荘市近代詩

成田 暁翠 秋田市近代詩 長谷川 美津子 由利本荘市近代詩

畑中 裕子 由利本荘市近代詩 林 美梢 能代市大　字

平澤 静香 秋田市近代詩 廣島 青扇 秋田市近代詩

藤田 聖鳳 秋田市漢字Ⅱ 藤原 鶴泉 秋田市近代詩

船木 千所 能代市刻　字 船山 渓石 能代市漢字Ⅰ

間杉 虹風 由利本荘市近代詩 三保 知子 由利本荘市近代詩

吉川 静子 由利本荘市近代詩 米澤 鳳亭 秋田市漢字Ⅰ

若松 栄香 五城目町漢字Ⅰ佳作賞 渡辺 清岳 由利本荘市近代詩
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山形県

山形展   （秋田県　山形県　福島県）

相田 久子 米沢市近代詩 青木 葉山 村山市漢字Ⅱ佳作賞

青栁 春城 村山市漢字Ⅱ佳作賞 秋葉 春男 山形市近代詩

浅見 香風 米沢市近代詩 浅輪 研游 寒河江市漢字Ⅰ

阿部 美江子 天童市近代詩 阿部 陽子 村山市漢字Ⅱ

五十嵐 明紀子 鶴岡市近代詩 池田 逕草 酒田市漢字Ⅱ

石井 佳園 米沢市かなⅡ 石栗 真理子 米沢市近代詩

石黒 洋子 米沢市近代詩 井谷 陽花 山形市漢字Ⅰ佳作賞

伊藤 桂風 米沢市近代詩 浦山 秀佳 山形市漢字Ⅰ

遠藤 絹子 東根市近代詩 遠藤 洋子 米沢市近代詩秀作賞

及川 良子 山形市かなⅡ 太田 聖泉 村山市漢字Ⅱ

大竹 藤香 米沢市かなⅡ 岡部 朗響 鶴岡市かなⅠ

折原 珉石 三川町大　字 恩田 秀峰 鶴岡市漢字Ⅰ

加々谷 蘭風 遊佐町大　字 加藤 雅子 米沢市近代詩

川口 幸泉 寒河江市漢字Ⅰ 菊池 峰月 米沢市漢字Ⅰ

菊地 礼子 米沢市近代詩 城戸口 栄子 山形市近代詩

児玉 揺春 山形市漢字Ⅰ 小林 遊美 鶴岡市近代詩

小林 理香 米沢市近代詩 小松 香苑 山形市漢字Ⅰ

小山 秀岳 大石田町漢字Ⅱ 今野 圭子 山形市近代詩

齊藤 伊知子 山形市近代詩佳作賞 斎藤 恵芳 山形市漢字Ⅰ

斉藤 香峰 山形市漢字Ⅰ 齊藤 松聲 村山市漢字Ⅱ

斎藤 素月 米沢市近代詩 齋藤 竹華 村山市近代詩

齋藤 玲子 山形市近代詩 櫻井 雅春 山形市漢字Ⅰ

櫻井 正剛 鶴岡市漢字Ⅱ 佐藤 渓琴 山形市漢字Ⅰ

佐藤 溪蘭 山形市漢字Ⅰ 佐藤 翆園 尾花沢市近代詩

佐藤 露芳 山辺町漢字Ⅰ 山王堂 恵偉 米沢市近代詩

四釜 峯子 山形市近代詩 渋谷 睦子 山形市近代詩

嶋貫 敬子 南陽市近代詩佳作賞 荘司 桂風 酒田市漢字Ⅱ

庄司 好子 山形市近代詩佳作賞 鈴木 絹江 山形市近代詩

鈴木 青雨 米沢市漢字Ⅱ 清野 舟芳 天童市漢字Ⅱ

高桑 香苑 大石田町漢字Ⅰ 高橋 春翠 山形市漢字Ⅰ

高橋 翠峰 山形市近代詩 高橋 範子 尾花沢市近代詩

瀧山 志香 山形市漢字Ⅰ秀作賞 竹田 栄子 米沢市近代詩

武田 香蘭 山形市漢字Ⅰ 武田 繁淋 山形市漢字Ⅱ

田所 暁風 山形市漢字Ⅰ 玉虫 正照 米沢市近代詩

田宮 松華 酒田市大　字 田宮 柏嶺 河北町漢字Ⅰ

千田 万里子 米沢市近代詩 土田 流川 寒河江市漢字Ⅰ

東海林 勝馬 山形市近代詩 冨樫 春葉 酒田市漢字Ⅱ

永井 清華 寒河江市漢字Ⅰ秀作賞 長澤 智恵 山形市近代詩

永峯 明美 米沢市近代詩 中村 風谷 寒河江市漢字Ⅰ秀作賞

新田 藍花 新庄市大　字 二野瓶 雅人 山形市近代詩

沼澤 霞峰 山形市漢字Ⅰ 羽賀 豊邨 大石田町漢字Ⅱ

萩生田 香雲 高畠町漢字Ⅰ 羽生 麗翠 米沢市漢字Ⅰ

原田 溪龍 山形市漢字Ⅰ 広谷 翠梨 東根市近代詩

藤岡 彩香 山形市漢字Ⅰ 星 礼子 米沢市近代詩

細野 武司 山形市近代詩毎日賞 松坂 香雪 米沢市近代詩

松田 洋子 山形市近代詩 丸山 箏柳 米沢市近代詩

三浦 栄子 山形市近代詩 湖 玉翠 山形市漢字Ⅰ

宮下 佳石 東根市漢字Ⅱ 宮嶋 興子 米沢市近代詩

森田 敏子 川西町漢字Ⅰ 森谷 春陽 山形市漢字Ⅰ

森谷 裕苑 山形市漢字Ⅰ 山川 玉陽 山形市漢字Ⅰ

吉田 喜代 山形市近代詩 吉田 泉香 山形市漢字Ⅰ佳作賞

渡部 小圃 鶴岡市漢字Ⅰ 渡部 飛雲 鶴岡市漢字Ⅰ

渡辺 福子 米沢市近代詩秀作賞

2/4 ページ



第69回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

福島県

山形展   （秋田県　山形県　福島県）

青木 春翠 福島市漢字Ⅰ 上石 澄泉 郡山市漢字Ⅰ

荒川 秀峰 猪苗代町大　字佳作賞 安藤 彩雲 鏡石町漢字Ⅰ

安藤 游鳳 郡山市漢字Ⅰ佳作賞 石井 杏花 田村市漢字Ⅰ

石川 翠露 郡山市漢字Ⅰ 石田 春江 福島市近代詩

石部 姚舟 郡山市漢字Ⅰ 石山 龍華 福島市近代詩

岩村 珠光 会津若松市大　字 植原 蓉香 郡山市漢字Ⅰ

氏家 恵泉 伊達市近代詩 薄 翠香 会津若松市漢字Ⅰ

遠藤 暁芳 郡山市漢字Ⅰ毎日賞 遠藤 紅芝 福島市かなⅡ

遠藤 結夏 郡山市漢字Ⅰ 大河原 潮香 郡山市漢字Ⅰ

大河内 曄湖 郡山市漢字Ⅰ 大崎 小華 郡山市漢字Ⅰ

大島 桂海 福島市近代詩 大槻 藍月 須賀川市漢字Ⅰ

大和田 聖湖 郡山市漢字Ⅰ 尾形 翠柳 福島市漢字Ⅰ

岡部 峰月 古殿町近代詩 重川 美舟 郡山市漢字Ⅰ

影山 扇華 郡山市漢字Ⅰ 風間 康舟 郡山市漢字Ⅰ

片岡 楊舟 福島市刻　字 片寄 蒼泉 いわき市漢字Ⅰ

加藤 恵扇 福島市漢字Ⅰ 金本 霄苑 鏡石町漢字Ⅱ

川元 玄海 郡山市漢字Ⅰ秀作賞 菅野 陽華 郡山市漢字Ⅱ佳作賞

菊地 秋庭 福島市近代詩 樵 溪月 福島市近代詩

草野 希鳳 泉崎村近代詩秀作賞 車田 菖圃 福島市近代詩

高 岑 相馬市刻　字 國分 桃華 郡山市かなⅡ

斎藤 光代 福島市近代詩 佐久間 光碩 田村市近代詩

佐藤 清雅 郡山市漢字Ⅰ毎日賞 佐藤 霽月 福島市近代詩

佐藤 掃雪 福島市近代詩 佐藤 棠舟 福島市近代詩

佐藤 風華 郡山市漢字Ⅰ 佐藤 文華 福島市漢字Ⅰ

塩沢 竹峰 石川町近代詩 塩澤 美紅 会津若松市かなⅡ秀作賞

志田 涼風 郡山市漢字Ⅰ佳作賞 菅井 藤月 会津若松市漢字Ⅰ

助川 碧舟 田村市大　字 鈴木 春葉 郡山市漢字Ⅰ佳作賞

鈴木 草舟 石川町近代詩 関根 溪水 郡山市漢字Ⅰ佳作賞

関根 梨花 郡山市漢字Ⅰ佳作賞 高橋 紅流 須賀川市かなⅡ

高橋 友静 矢吹町漢字Ⅰ秀作賞 高橋 楊舟 いわき市かなⅡ

滝澤 史清 会津若松市大　字 滝沢 柳絮 郡山市漢字Ⅰ

滝田 桑峰 郡山市漢字Ⅰ 田中 耶衣 福島市かなⅡ

種橋 遷舟 郡山市漢字Ⅰ 田村 紫扇 福島市漢字Ⅰ

丹治 純珠 伊達市漢字Ⅰ佳作賞 坪井 好雅 郡山市漢字Ⅰ

円谷 溪舟 石川町近代詩 東海林 梢月 桑折町刻　字

中川 紅蘭 福島市かなⅡ 永倉 桐芽 福島市近代詩

長嶺 暁雲 会津若松市漢字Ⅰ 二階堂 黄岳 福島市篆　刻佳作賞

芳賀 早萌 喜多方市大　字佳作賞 橋本 紅霞 福島市かなⅡ

服部 愁雨 二本松市漢字Ⅰ 花積 紫映 郡山市漢字Ⅰ

早川 松嵐 会津若松市漢字Ⅰ 半沢 柳絮 福島市近代詩佳作賞

平井 智子 福島市かなⅡ 星 逢雅 南会津町漢字Ⅰ

星 晨舟 郡山市漢字Ⅰ 増子 雪苑 郡山市漢字Ⅰ秀作賞

増子 哲平 郡山市漢字Ⅰ佳作賞 松本 紫仙 田村市近代詩

三宅 宵苑 郡山市漢字Ⅰ 宮森 彩舟 会津若松市漢字Ⅰ佳作賞

武藤 苔舟 田村市漢字Ⅰ佳作賞 目黒 清雄 南相馬市大　字

物江 豊舟 喜多方市漢字Ⅰ 柳沼 龍城 郡山市漢字Ⅰ佳作賞

箭内 映華 郡山市漢字Ⅰ 八巻 春鴻 郡山市漢字Ⅰ

八巻 春洋 郡山市漢字Ⅰ 山田 玲華 郡山市漢字Ⅰ

山寺 良舟 須賀川市漢字Ⅰ 湯田 玲扇 会津若松市漢字Ⅰ

横田 祥仙 郡山市漢字Ⅰ 横田 千峰 郡山市漢字Ⅰ

吉田 麗華 須賀川市漢字Ⅰ 米本 希芳 郡山市漢字Ⅰ

李 昭賢 郡山市漢字Ⅰ 渡部 錦舟 郡山市漢字Ⅰ

渡辺 絖華 郡山市漢字Ⅰ 渡部 紫雪 会津若松市漢字Ⅰ
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渡辺 嶺豊 郡山市漢字Ⅰ
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