
第70回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

長野県

東京展

相澤 尚雄 松本市篆　刻 青木 桂山 千曲市前　衛

青木 瑞春 安曇野市漢字Ⅰ 青沼 岳道 松川村漢字Ⅰ

赤羽 蘭径 箕輪町刻　字佳作賞 池田 香泉 塩尻市漢字Ⅰ

市川 公山 安曇野市刻　字 市川 翠石 佐久穂町刻　字

一谷 春窓 岡谷市漢字Ⅰ佳作賞 一志 朱鳳 茅野市漢字Ⅰ

伊藤 大龍 小諸市刻　字 伊藤 明山 茅野市大　字

伊藤 明秋 箕輪町大　字 伊藤 和雪 伊那市大　字

稲村 翠流 松本市漢字Ⅰ 井之川 雅芳 松本市漢字Ⅰ

岩原 柳絮 安曇野市漢字Ⅰ 内津 観空 佐久市漢字Ⅱ

宇留賀 樹雪 松本市漢字Ⅱ 大池 馨雪 松本市漢字Ⅰ

太田 麗泉 松本市漢字Ⅰ 大槻 明茁 伊那市大　字

小笠原 鈴香 松本市漢字Ⅰ 荻原 明春 辰野町大　字

小澤 香州 松本市漢字Ⅰ 織田 晴苑 松本市漢字Ⅰ

小野 小鼓 茅野市近代詩 小野沢 玄寿 佐久市刻　字

折井 彩恵 松本市漢字Ⅰ 河西 娟星 岡谷市近代詩

上條 果泉 朝日村漢字Ⅱ 唐木 香雪 伊那市大　字

唐沢 明蘭 伊那市大　字 柄山 明珠 伊那市大　字

木下 信子 駒ヶ根市かなⅡ 工藤 星華 安曇野市漢字Ⅰ秀作賞

久保田 玉耀 松本市漢字Ⅰ 熊谷 静蕙 下條村漢字Ⅰ

胡桃 扶雪 安曇野市近代詩 胡桃沢 白露 安曇野市近代詩

呉本 娟香 諏訪市近代詩 黒岩 象雲 大町市漢字Ⅰ

桑山 華秀 松本市漢字Ⅰ 高坂 駒山 駒ヶ根市刻　字

輿 光華 松本市漢字Ⅰ 小林 古径 箕輪町刻　字

小松原 翠泉 安曇野市漢字Ⅰ 小宮山 香碧 安曇野市漢字Ⅰ

小山 翠煌 松本市漢字Ⅰ毎日賞 坂西 嶽雲 松本市漢字Ⅰ

坂本 慈香 富士見町近代詩 笹井 夏子 上田市前　衛

佐々木 司風 安曇野市近代詩 下島 重仙 伊那市大　字

白井 遊雲 松本市漢字Ⅱ 菅沼 窓園 駒ヶ根市大　字

杉本 詠山 茅野市近代詩 住山 麗鳳 松本市漢字Ⅰ

関 快童 茅野市近代詩 関川 翔雲 高森町漢字Ⅱ

泉水 三和子 中野市近代詩 高谷 星葉 安曇野市漢字Ⅰ

高山 蕙光 松本市漢字Ⅰ 滝川 恵水 辰野町漢字Ⅰ佳作賞

滝澤 有石 長野市刻　字秀作賞 武井 祥苑 松本市漢字Ⅰ

竹内 翠影 安曇野市漢字Ⅱ 竹村 麗桜 松本市漢字Ⅰ

田中 幸路 松本市近代詩 田中 紫石 原村漢字Ⅰ

珠田 尚美 青木村かなⅡ 千葉 碧舟 伊那市漢字Ⅰ

塚田 古翠 安曇野市漢字Ⅰ 土屋 龍永 須坂市漢字Ⅰ

坪井 明壽 箕輪町大　字 坪内 恵津美 松本市かなⅡ

寺島 大璞 東御市刻　字 徳永 芳園 安曇野市漢字Ⅱ

中川 弘道 松本市漢字Ⅰ 中澤 秋溪 松本市漢字Ⅰ

中野 紅蓮 松本市漢字Ⅰ 中原 雪華 駒ヶ根市大　字佳作賞

中村 一歩 安曇野市近代詩 中村 虹月 安曇野市漢字Ⅰ

名取 香絃 諏訪市近代詩 西澤 史峰 松本市漢字Ⅰ

西澤 綾玉 長野市かなⅡ佳作賞 西山 恭子 諏訪市かなⅡ

根橋 明香 辰野町大　字 野溝 草堂 伊那市漢字Ⅰ

野村 香潮 松本市漢字Ⅰ 野村 香葉 松本市漢字Ⅰ毎日賞

萩原 心秀 松本市近代詩 白馬 義文 塩尻市漢字Ⅰ

浜津 壑遊 山ノ内町漢字Ⅰ 原 洋舟 東御市刻　字

原田 清香 原村近代詩 原田 霜秀 佐久市刻　字

樋口 友峰 松本市漢字Ⅰ 広沢 勝則 松川町漢字Ⅰ

福沢 祥苑 岡谷市漢字Ⅰ 藤牧 幹也 松本市漢字Ⅰ

藤本 陽風 岡谷市漢字Ⅰ 丸岡 靖鳳 安曇野市近代詩

丸山 筑峰 松本市刻　字 三沢 宏山 辰野町大　字
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三沢 明扇 岡谷市大　字秀作賞 宮坂 溪峰 諏訪市漢字Ⅰ

宮下 躑山 松本市漢字Ⅰ佳作賞 宮下 龍峰 松本市漢字Ⅰ秀作賞

宮本 彩雪 松本市漢字Ⅰ 矢沢 勝美 富士見町かなⅡ

山川 蓉芳 軽井沢町かなⅡ 山岸 鹿聲 東御市前　衛

山岸 幽香 伊那市漢字Ⅰ 山口 柏径 伊那市刻　字

山崎 光藍 松本市漢字Ⅰ 山田 朝野 塩尻市漢字Ⅰ

横山 秀雲 松本市漢字Ⅰ 吉池 古涛 塩尻市漢字Ⅱ

吉原 聖舟 上田市刻　字 脇 彩雪 安曇野市漢字Ⅰ
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