
第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

青森県

仙台展   （青森県　岩手県　宮城県）

相澤 晃祥 弘前市近代詩 阿部 青溪 黒石市近代詩

荒川 瑠川 弘前市刻　字 弘前市漢字Ⅱ

石田 香 八戸市前　衛 磯沼 麗華 むつ市前　衛

市川 紫泉 八戸市近代詩 内山 游霞 弘前市漢字Ⅱ

小山内 光琇 平川市近代詩 尾野 鈴子 青森市近代詩佳作賞

葛西 楊舟 むつ市刻　字秀作賞 亀井 美智子 八戸市前　衛

河端 祥桜 八戸市前　衛佳作賞 工藤 基山 むつ市近代詩

齋藤 李可子 八戸市漢字Ⅱ秀作賞 佐々木 游水 弘前市近代詩

佐藤 花梢 むつ市刻　字佳作賞 佐藤 畦園 弘前市漢字Ⅱ

下沢 博美 八戸市前　衛 関向 千樺 藤崎町漢字Ⅱ

速応 久耀 八戸市漢字Ⅰ 高原 紗秀 むつ市前　衛

高松 香風 むつ市刻　字 田澤 館楓 田舎館村近代詩毎日賞

田中 梢翠 むつ市近代詩佳作賞 田名部 茜香 八戸市前　衛

千田 信江 青森市前　衛 津川 瑠美子 黒石市刻　字

西山 葵龍 むつ市近代詩秀作賞 弘前市漢字Ⅱ

野登 蒼山 むつ市刻　字 野呂 新一 藤崎町刻　字

日村 隆子 弘前市近代詩佳作賞 布施 瑞弘 むつ市漢字Ⅱ

本間 冨士子 青森市前　衛 松倉 幸子 八戸市前　衛

三浦 信夫 弘前市漢字Ⅱ 安田 憲子 弘前市刻　字

湯川 皋雲 むつ市刻　字 吉田 溪花 八戸市近代詩
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第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

岩手県

仙台展   （青森県　岩手県　宮城県）

花巻市漢字Ⅰ 荒田 雅虹 遠野市漢字Ⅱ

池端 昌香 遠野市漢字Ⅰ佳作賞 石川 奎艸 盛岡市漢字Ⅰ

石母田 奎琴 盛岡市漢字Ⅰ 磯地 白麗 盛岡市近代詩佳作賞

伊藤 聖子 矢巾町前　衛佳作賞 及川 祥空 奥州市近代詩

大上 節雲 久慈市漢字Ⅰ秀作賞 大久保 秀雪 宮古市前　衛

奥友 奎陽 宮古市漢字Ⅰ 菊池 栖雲 大船渡市漢字Ⅱ

菊池 碧雲 大船渡市漢字Ⅱ 金野 翠苑 奥州市近代詩

熊谷 小織 北上市かなⅡ 熊谷 祥仙 奥州市近代詩

熊谷 博子 北上市かなⅠ 小松原 朴象 大船渡市漢字Ⅱ秀作賞

金野 州紅 釜石市漢字Ⅱ 斎藤 祥紅 一関市近代詩

斉藤 白鳥 北上市前　衛佳作賞 佐々木 滄月 釜石市近代詩佳作賞

佐藤 翠嶺 陸前高田市漢字Ⅱ 佐藤 扇凰 陸前高田市漢字Ⅱ

佐藤 竹星 北上市前　衛 佐藤 南雲 盛岡市漢字Ⅰ佳作賞

階 蕙華 盛岡市かなⅡ 鈴木 紫雲 陸前高田市漢字Ⅱ

高橋 栄杏 北上市前　衛 高橋 果蓮 北上市近代詩

高橋 翠涛 西和賀町漢字Ⅰ 千葉 白苑 奥州市近代詩

盛岡市漢字Ⅰ 長澤 紅苑 宮古市前　衛

梨木 和奎 洋野町漢字Ⅰ 庭瀬 華秀 洋野町漢字Ⅰ

野田 緑峰 久慈市漢字Ⅰ 播摩 蘭粧 宮古市漢字Ⅱ

藤田 香園 花巻市前　衛 宮本 潭水 遠野市近代詩

山合 祥華 奥州市近代詩 山崎 珠園 釜石市近代詩

若林 耿峰 盛岡市漢字Ⅰ
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第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

宮城県

仙台展   （青森県　岩手県　宮城県）

相原 春奏 仙台市漢字Ⅰ 相原 蒼花 仙台市漢字Ⅰ

秋山 之扇 仙台市近代詩 渥美 照瑛 富谷市前　衛

熱海 桃翠 仙台市近代詩 安部 須寿 仙台市漢字Ⅱ

阿部 桃鶴 仙台市漢字Ⅰ 阿部 邑里 美里町前　衛

阿部 緑玲 仙台市近代詩佳作賞 石沢 紅庭 仙台市近代詩

石母田 奎昂 仙台市漢字Ⅰ 板垣 青鳳 仙台市漢字Ⅱ

伊藤 紫炎 多賀城市近代詩 伊藤 秀江 仙台市漢字Ⅱ

井上 美鶴 仙台市漢字Ⅰ 猪又 澪舟 登米市漢字Ⅰ

色川 朴慧 石巻市前　衛 岩間 紅鶴 仙台市近代詩

上野 千琇 大崎市近代詩 氏家 久光 仙台市近代詩

薄 紅葉 大崎市前　衛 海上 敦子 仙台市近代詩

梅澤 四洋 名取市近代詩 梅澤 七生 七ヶ浜町近代詩

梅津 恵華 大河原町漢字Ⅱ 江渡 恵花 仙台市漢字Ⅰ

江戸 妙鶴 大河原町漢字Ⅰ毎日賞 鮱名 空心 登米市前　衛

遠藤 桂燕 仙台市漢字Ⅰ 遠藤 紅杏 大崎市前　衛

遠藤 光葉 大崎市近代詩 遠藤 紫舟 仙台市漢字Ⅰ

遠藤 紫桐 美里町漢字Ⅰ秀作賞 大友 四峰 岩沼市近代詩

大庭 幸石 大崎市前　衛 大町 菜円 大崎市前　衛

近江 美雪 仙台市近代詩 岡崎 翠園 岩沼市近代詩

尾形 紅霞 石巻市近代詩 小川 香燁 白石市近代詩

小山内 谷玲 仙台市漢字Ⅱ佳作賞 小島 豊英 仙台市近代詩

小野 和磨 仙台市前　衛 小野 溪風 仙台市近代詩

小野寺 加都 気仙沼市近代詩秀作賞 小野寺 京紡 気仙沼市近代詩

小野寺 珠雪 大和町近代詩 加藤 雅芳 仙台市漢字Ⅱ

加藤 紫翠 仙台市漢字Ⅱ佳作賞 金子 美千 七ヶ浜町漢字Ⅱ佳作賞

川浪 桂暢 仙台市漢字Ⅰ 河原 鵑燁 仙台市近代詩

神作 朱雀 仙台市近代詩秀作賞 丸藤 紫苑 仙台市近代詩佳作賞

菅野 一水 石巻市漢字Ⅰ 菊田 杏仙 気仙沼市近代詩

菊池 嚶鳴 石巻市漢字Ⅰ 菊池 慶燁 仙台市近代詩

北澤 利杜 仙台市前　衛 北野澤 大雲 仙台市漢字Ⅰ

木村 紅楓 仙台市漢字Ⅰ 工藤 和香 加美町前　衛

熊谷 萩芳 仙台市漢字Ⅱ 黒田 翠朋 仙台市近代詩

桑名 千鶴 仙台市漢字Ⅰ秀作賞 近藤 桜紅 美里町前　衛佳作賞

近野 響神 石巻市前　衛 紺野 遊山 大崎市漢字Ⅱ

西條 松雲 石巻市前　衛 齋田 舞夢 仙台市近代詩秀作賞

齊藤 一翠 気仙沼市近代詩 齋藤 杏邑 気仙沼市近代詩佳作賞

斉藤 栖艶 多賀城市漢字Ⅰ 佐々木 花抄 仙台市近代詩

佐々木 華鼎 仙台市近代詩 佐々木 紅楓 美里町前　衛

笹木 蒼風 柴田町前　衛 佐々木 藤恵 塩竈市近代詩

佐々木 豊苑 仙台市近代詩 佐々木 眸心 仙台市刻　字佳作賞

佐々木 綾流 仙台市漢字Ⅰ 薩日内 秀蓮 大崎市前　衛

佐藤 糸乃 気仙沼市近代詩 佐藤 葵心 栗原市前　衛毎日賞

佐藤 奎山 大河原町近代詩 佐藤 紅茜 大崎市前　衛秀作賞

佐藤 煌風 石巻市漢字Ⅰ 佐藤 武美 名取市漢字Ⅱ

佐藤 友恵 仙台市前　衛 佐藤 友美 登米市漢字Ⅰ

佐藤 陽子 塩竈市前　衛 佐藤 和華 仙台市漢字Ⅰ

佐茂 明祥 大河原町漢字Ⅱ 渋谷 蛍江 仙台市漢字Ⅱ

下野 美紀 塩竈市近代詩 庄司 咏艸 大崎市漢字Ⅱ

白地 清柳 名取市近代詩 菅原 希和 仙台市前　衛

菅原 誘花 仙台市漢字Ⅱ 鈴木 翠夢 仙台市近代詩

鈴木 善見 角田市前　衛 鈴木 千恵子 塩竈市近代詩

関口 和彦 仙台市かなⅡ 高澤 竹峰 仙台市漢字Ⅰ

高島 洸蓮 大崎市前　衛 高野 水仙 仙台市漢字Ⅱ
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第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

宮城県

仙台展   （青森県　岩手県　宮城県）

高野 博行 仙台市近代詩 高橋 杏雲 仙台市漢字Ⅱ

高橋 彩遊 仙台市漢字Ⅰ毎日賞 高橋 清琳 美里町前　衛毎日賞

高橋 蒼香 柴田町漢字Ⅰ 高橋 久子 栗原市近代詩

高橋 美舟 仙台市近代詩 高村 光霞 仙台市近代詩

笨 睦月 塩竈市漢字Ⅱ 田中 翠恵 仙台市漢字Ⅱ

田村 紅沙 美里町前　衛 千葉 光泉 石巻市前　衛

千葉 光龍 石巻市前　衛 千葉 奏竹 仙台市近代詩

中塩 朱華 涌谷町前　衛佳作賞 中島 光風 仙台市漢字Ⅱ

中島 美樹 仙台市前　衛 中村 舜水 名取市近代詩

成澤 香蓮 美里町前　衛 西舘 四草 仙台市前　衛佳作賞

新田 雄山 白石市近代詩秀作賞 長谷川 翠 仙台市近代詩

浜田 敏克 仙台市近代詩 早坂 萌香 加美町前　衛佳作賞

樋口 玉葉 仙台市漢字Ⅱ 平塚 汀泉 石巻市前　衛

深畑 紅華 大和町近代詩 星野 京子 仙台市近代詩佳作賞

本郷 谷恵 仙台市漢字Ⅱ 本間 文苑 白石市近代詩

増田 春醉 仙台市近代詩 松永 杏苑 大崎市前　衛

松山 郁子 名取市近代詩 三浦 朱鳳 石巻市前　衛

道塚 紫音 加美町前　衛 南浦 洋州 登米市大　字

胸組 紅琳 大崎市前　衛 目黒 里実 角田市近代詩

守 桂華 仙台市漢字Ⅰ 守 祐花 仙台市漢字Ⅰ

山内 松吾 気仙沼市近代詩 山田 仁美 仙台市近代詩

大和 愛香 大崎市前　衛 山内 桂峰 仙台市近代詩

山本 紅仙 仙台市前　衛 仙台市近代詩

遊佐 紅雅 美里町前　衛 遊佐 香風 大崎市近代詩佳作賞

湯田 柳桂 仙台市近代詩 横山 恭子 仙台市近代詩

吉田 恵弦 仙台市前　衛 吉田 桃江 大崎市大　字

若見 苑柚 栗原市近代詩佳作賞
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