
第70回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

富山県

北陸展   （富山県　石川県　福井県）

浅井 智恵 射水市漢字Ⅱ 浅野 春雲 滑川市近代詩

浅野 幽帆 黒部市近代詩佳作賞 安達 爽風 砺波市近代詩

荒井 翠香 富山市大　字 荒木 志織 魚津市篆　刻

荒谷 明美 射水市前　衛 五十里 翠篁 高岡市漢字Ⅱ

池崎 理恵 富山市漢字Ⅱ 池田 玉藍 富山市漢字Ⅱ

池田 煌翠 高岡市近代詩 池田 悠園 滑川市近代詩

池田 幸恵 富山市漢字Ⅱ 石岡 霞汀 滑川市近代詩

石川 紫石 滑川市近代詩 石黒 和喜 射水市前　衛秀作賞

石田 早織 小矢部市漢字Ⅱ佳作賞 市村 静雅 富山市近代詩

稲垣 恵園 富山市漢字Ⅱ 稲毛 清翠 入善町大　字

稲田 里美 黒部市近代詩 稲葉 秋桜 富山市漢字Ⅱ

井上 紫水 富山市近代詩 今井 扇水 南砺市前　衛

今泉 琴葉 射水市漢字Ⅰ佳作賞 岩城 琴汀 富山市かなⅠ

岩田 玉蘭 富山市漢字Ⅱ 上田 和有 富山市漢字Ⅱ

上野 弘苑 富山市漢字Ⅱ 上野 菘園 富山市漢字Ⅱ

永川 杏 魚津市漢字Ⅱ 江村 朝男 高岡市刻　字

老田 玲經 富山市漢字Ⅱ佳作賞 大石 晶子 小矢部市前　衛

太田 八華 南砺市前　衛 大床 蘭水 黒部市大　字

大野 礼子 高岡市前　衛佳作賞 大原 筍翠 富山市近代詩

岡田 可祝 魚津市近代詩 岡本 錦水 富山市近代詩

岡本 碧汀 富山市近代詩 小川 翠流 射水市近代詩

小川 剛志 高岡市漢字Ⅱ 沖 春翠 富山市大　字

奥村 雪花 立山町漢字Ⅱ 尾山 香裕 射水市漢字Ⅱ

尾山 美和子 射水市前　衛 加古 春在 富山市漢字Ⅱ

梶谷 汀泉 富山市大　字 数井 春悦 富山市近代詩毎日賞

加藤 静汀 富山市漢字Ⅱ 金岡 花峰 富山市漢字Ⅱ

金木 志有 立山町漢字Ⅱ 金山 遊證 射水市漢字Ⅱ

兜山 方星 富山市近代詩 上 光琳 氷見市漢字Ⅱ

上島 汀光 入善町近代詩 河合 亮子 南砺市前　衛

川岸 松苑 射水市漢字Ⅱ 河崎 真理子 富山市近代詩

岸川 京子 砺波市前　衛 岸本 香珠 魚津市近代詩秀作賞

北村 早苗 射水市前　衛 木戸 洸律 富山市かなⅡ

木下 碧洋 富山市近代詩 倉科 白琉 富山市漢字Ⅱ

黒田 山梢 富山市かなⅡ佳作賞 黒田 鷺白 立山町篆　刻

名 文一 南砺市前　衛佳作賞 小池 竹翠 上市町漢字Ⅱ

小坂谷 桃皓 富山市漢字Ⅱ毎日賞 小澤 圭子 富山市近代詩

小竹 芝青 魚津市近代詩 此川 佳子 富山市かなⅠ

小林 紀孝 高岡市漢字Ⅱ 小林 文華 富山市漢字Ⅱ佳作賞

酒井 花仙 富山市漢字Ⅱ 堺 宏美 富山市漢字Ⅱ

酒井 真希 富山市近代詩 坂口 晶光 南砺市近代詩

作田 李光 富山市近代詩 佐藤 光代 魚津市近代詩秀作賞

島崎 翠渓 魚津市近代詩 島津 遊石 富山市漢字Ⅱ

清水 黄玉 上市町漢字Ⅱ 清水 蒼山 高岡市近代詩

清水 竹洗 富山市漢字Ⅱ 清水 直江 富山市漢字Ⅱ

守護 英子 高岡市前　衛 条谷 雅雪 高岡市漢字Ⅱ

白井 珠紅 富山市漢字Ⅱ 新川 彩花 射水市漢字Ⅱ

水門 翠恵 富山市大　字 杉原 汀雨 富山市近代詩

須藤 彰仁 射水市前　衛 関井 雪湖 富山市漢字Ⅱ

高井 天江 氷見市大　字秀作賞 高木 香苑 富山市漢字Ⅱ

高木 静雨 富山市漢字Ⅱ 高倉 琴恵 滑川市かなⅠ

高島 孝仙 射水市前　衛 高田 紅汀 滑川市近代詩

高野 弘深 高岡市かなⅠ 高松 芝幽 黒部市近代詩

高柳 伍得 富山市篆　刻 瀧田 心鏡 南砺市近代詩

1/5 ページ



第70回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

富山県

北陸展   （富山県　石川県　福井県）

武波 一夫 砺波市前　衛 竹林 秀峰 富山市漢字Ⅱ

武原 白汀 富山市漢字Ⅱ佳作賞 田近 幸穂 富山市漢字Ⅱ

橘 智恵美 富山市漢字Ⅱ 田中 香華 黒部市漢字Ⅱ

田中 悠雨 富山市漢字Ⅱ 種田 光均 上市町漢字Ⅱ佳作賞

田村 寿聖 射水市漢字Ⅱ 田村 澄心 富山市漢字Ⅱ秀作賞

塚本 美華 高岡市大　字 椿 直子 黒部市前　衛毎日賞

鶴森 久 射水市かなⅠ 得能 久華 南砺市前　衛

飛世 松峰 富山市漢字Ⅱ 豊岡 慶苑 富山市大　字

豊口 琴泉 富山市漢字Ⅱ 仲井 波響 富山市近代詩

長澤 清香 上市町近代詩 中嶋 太虚 富山市篆　刻

永瀬 静溪 富山市漢字Ⅱ 中園 鳴芳 富山市漢字Ⅱ

永田 紀香 富山市漢字Ⅱ 中村 花影 富山市近代詩

中村 芝蘭 滑川市近代詩 中村 翠月 魚津市近代詩

永森 大愚 富山市篆　刻毎日賞 中屋 美恵子 南砺市かなⅠ

中薮 岐邑 南砺市前　衛 中山 篤子 魚津市近代詩

中山 芳汀 富山市漢字Ⅱ 七澤 麗華 朝日町近代詩

鍋島 裕佳 富山市漢字Ⅱ 鍋山 潤子 立山町漢字Ⅱ

新田 真風 富山市漢字Ⅱ 丹羽 美恵子 砺波市前　衛

能登 香波 黒部市近代詩 長谷 弘華 南砺市前　衛

馬藤 白峰 高岡市近代詩 濱田 佳泉 魚津市近代詩

早川 裕華 高岡市漢字Ⅱ 林 一宏 高岡市前　衛

林 聖邨 富山市漢字Ⅱ 原田 子游 南砺市前　衛

飯田 径艸 魚津市近代詩 稗苗 峰鶴 富山市漢字Ⅱ

久木 圭舟 上市町漢字Ⅱ 菱田 春渓 上市町漢字Ⅱ

平井 珠汀 富山市漢字Ⅱ 藤井 香苑 射水市漢字Ⅱ佳作賞

藤井 菁紅 富山市漢字Ⅱ 藤城 翠蘭 立山町漢字Ⅱ

藤島 幸道 富山市漢字Ⅱ 舟岡 圭昭 南砺市前　衛

舟瀬 桃玉 富山市漢字Ⅱ 古川 桃汀 富山市漢字Ⅱ

堀 あつ子 高岡市前　衛 堀 洋琴 富山市かなⅡ

本多 汀雪 富山市漢字Ⅱ 真木 春仙 射水市前　衛

町野 真希 富山市漢字Ⅱ佳作賞 松井 典子 立山町近代詩

松井 萌苑 富山市大　字 松下 慶泉 立山町漢字Ⅱ

松原 綾子 朝日町近代詩 松本 穂苑 魚津市近代詩

松森 游仙 富山市漢字Ⅱ 丸本 蕙翠 高岡市近代詩

三上 桂雲 射水市漢字Ⅰ 三澤 皓花 富山市漢字Ⅱ

水谷 仙翠 富山市漢字Ⅱ 水野 青虹 富山市漢字Ⅱ佳作賞

三田 章汀 富山市漢字Ⅱ秀作賞 美谷 唯 魚津市漢字Ⅱ

南 紅邨 富山市漢字Ⅱ 蓑輪 美苑 富山市大　字

三村 寿鳳 富山市漢字Ⅱ 三村 幽苑 魚津市近代詩

宮村 柯翠 高岡市近代詩 宮本 彩糸 富山市漢字Ⅱ

宮本 淳子 富山市近代詩 向 清憲 氷見市漢字Ⅱ秀作賞

村上 加菜 黒部市漢字Ⅱ 室 素雪 入善町近代詩

室谷 恵子 高岡市漢字Ⅱ秀作賞 森川 沙舟 射水市近代詩

森口 紅寿 富山市漢字Ⅱ 森田 康子 富山市漢字Ⅰ

森野 清光 黒部市近代詩 守谷 美水 魚津市近代詩

八木 素柳 富山市漢字Ⅱ 安田 濃里 射水市漢字Ⅱ

安田 瑠璃 高岡市近代詩佳作賞 簗場 信代 砺波市前　衛

山口 泉寿 黒部市大　字 山崎 光園 南砺市前　衛

山崎 清苑 富山市大　字 山田 明子 高岡市前　衛

山谷 清耿 富山市漢字Ⅱ 山本 晃士 上市町近代詩

山本 蒼翠 魚津市近代詩 山本 芙二子 高岡市前　衛

山本 李舟 富山市漢字Ⅱ 行松 柏翠 富山市漢字Ⅱ

吉崎 悠華 富山市漢字Ⅱ 吉田 愁霞 富山市近代詩毎日賞
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四下 昭月 富山市漢字Ⅱ 米澤 敏子 射水市近代詩

3/5 ページ
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石川県

北陸展   （富山県　石川県　福井県）

五十嵐 芳京 白山市かなⅡ
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福井県

北陸展   （富山県　石川県　福井県）

青柳 春花 坂井市漢字Ⅰ佳作賞 石森 明光 福井市漢字Ⅱ

板橋 浜崖 小浜市漢字Ⅰ 伊藤 倖岳 越前町漢字Ⅱ

稲垣 楽水 敦賀市前　衛 岩佐 静月 福井市漢字Ⅰ

宇野 清風 越前市漢字Ⅱ佳作賞 小原 恭華 福井市漢字Ⅱ

河原 琉子 福井市漢字Ⅱ 黒田 守 越前町漢字Ⅱ

河野 秀風 鯖江市大　字 衣目 光緑 福井市漢字Ⅱ

佐々木 敬扇 鯖江市大　字 高田 春風 福井市漢字Ⅰ

高橋 博司 坂井市漢字Ⅰ 田中 誠子 越前市漢字Ⅱ

田中 清芳 福井市漢字Ⅰ 野村 澄石 敦賀市前　衛佳作賞

林 悦子 福井市篆　刻 平井 花陽 福井市近代詩

福田 径月 越前市漢字Ⅱ 松村 千華 勝山市漢字Ⅱ

水野 春峰 鯖江市漢字Ⅱ 宮本 英里 越前市漢字Ⅱ

森 鶉石 福井市かなⅡ 山下 恭代 あわら市前　衛毎日賞

山田 紅蘭 坂井市漢字Ⅰ 渡辺 碧厓 敦賀市前　衛

渡辺 麗風 坂井市前　衛

5/5 ページ


