
第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

神奈川県

東京展

相川 秀由 横浜市かなⅡ 相澤 湘風 藤沢市近代詩

逢沢 瑞緒子 鎌倉市かなⅡ 相原 光希 秦野市かなⅡ佳作賞

青木 巨秀 相模原市漢字Ⅰ 青木 梅幽 川崎市漢字Ⅱ

青野 香順 逗子市漢字Ⅱ秀作賞 秋山 克彦 横浜市篆　刻

朝川 姿帆 横浜市かなⅡ 足立 愛弓 横浜市近代詩

阿部 燁月 横浜市漢字Ⅰ佳作賞 天野 鏡子 相模原市漢字Ⅱ佳作賞

網倉 耿雪 横浜市近代詩 新井 静漣 横浜市漢字Ⅰ

有賀 仁美 横浜市かなⅡ 有光 幽亭 藤沢市漢字Ⅰ

粟ヶ窪 笙翠 横浜市漢字Ⅰ 飯島 静翠 横須賀市漢字Ⅰ

飯田 雨玉 横浜市かなⅠ佳作賞 飯塚 聖光 相模原市漢字Ⅰ毎日賞

飯盛 春子 横浜市かなⅡ 猪狩 春葉 横浜市近代詩佳作賞

池田 凰悦 相模原市漢字Ⅰ 池田 翠纓 横浜市かなⅠ

池田 清雲 横浜市漢字Ⅰ 池田 竹聲 小田原市漢字Ⅱ

池田 由静 逗子市漢字Ⅰ 石井 舟紅 横浜市かなⅠ

石井 丹青 大和市漢字Ⅱ 石川 清龍 横浜市漢字Ⅰ

石川 宝雲 横須賀市漢字Ⅰ 石黒 雅彦 二宮町漢字Ⅱ

石崎 甘雨 横浜市近代詩 石塚 紗知 横浜市近代詩

石原 栞祭 横浜市漢字Ⅱ 石村 恭子 横浜市近代詩

石綿 玉胤 横浜市近代詩 伊勢崎 潮聲 相模原市漢字Ⅰ

板谷 雨汲 横浜市大　字 横浜市かなⅡ秀作賞

市原 妙泉 横浜市漢字Ⅰ 井出 国基 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

伊藤 杏子 川崎市漢字Ⅱ 伊藤 心静 横浜市漢字Ⅱ

伊藤 蓉華 平塚市かなⅠ 稲垣 蓮珠 大和市近代詩

稲葉 璃曜 相模原市漢字Ⅰ 猪野 公一 横浜市篆　刻

猪野 光舟 川崎市篆　刻 井上 雅月 茅ヶ崎市かなⅡ

井上 和江 横浜市漢字Ⅱ 井上 啓子 相模原市近代詩

井上 憬泉 鎌倉市近代詩 井上 柊華 藤沢市大　字

井上 燈見 横浜市近代詩 井上 桃秀 横浜市かなⅡ

井上 洋子 川崎市かなⅡ 今井 祥桃 横須賀市漢字Ⅰ

伊代野 美代子 横浜市かなⅡ 入澤 彩楓 厚木市かなⅡ

入澤 亮太 横浜市近代詩 岩壁 勇弘 鎌倉市漢字Ⅰ

岩切 渓水 横浜市大　字 岩崎 翔星 茅ヶ崎市漢字Ⅱ

岩舩 玉梢 横浜市かなⅡ 岩元 鄰海 横浜市近代詩

上田 華瑤 横浜市漢字Ⅱ 植村 壮穂 相模原市漢字Ⅰ

上村 波山 三浦市漢字Ⅰ 上村 蓉圃 小田原市かなⅡ

内山 静湖 横浜市かなⅡ 宇野 徑月 藤沢市近代詩

生方 由美子 川崎市かなⅡ 江崎 静雅 横浜市漢字Ⅰ

榎本 彰佳 横浜市かなⅡ 海老澤 俊風 横浜市漢字Ⅱ

大内 彩瑩 相模原市漢字Ⅰ 大内 賢 横浜市篆　刻

大内 絲静 川崎市漢字Ⅱ 大川 磯雲 小田原市近代詩佳作賞

大川 恵華 横浜市近代詩 大木 英泉 川崎市漢字Ⅱ

大毛 青舟 厚木市かなⅡ 大澤 香園 相模原市漢字Ⅰ

大澤 紫姚 横浜市漢字Ⅱ 大住 星心 横浜市漢字Ⅱ佳作賞

太田 敦子 横浜市かなⅡ 太田 基世 横浜市かなⅡ

大坪 万里 相模原市近代詩 大橋 徳静 藤沢市漢字Ⅰ

大林 真由美 川崎市かなⅡ 大村 有現子 横浜市かなⅡ秀作賞

大矢 豊泉 横浜市漢字Ⅱ 岡田 明子 藤沢市近代詩

岡田 真静 横浜市かなⅠ 岡村 青萃 横浜市かなⅡ

岡本 青耿 横浜市かなⅡ 小川 悦彰 藤沢市かなⅡ佳作賞

小川 敬子 横浜市近代詩 小川 紫流 横浜市漢字Ⅰ

小川 草翠 横浜市近代詩 奥 玲舟 横須賀市漢字Ⅱ

小串 彩子 横浜市近代詩 奥野 知行 横浜市篆　刻

奥山 曄光 横浜市近代詩佳作賞 桶師 幸静 綾瀬市漢字Ⅰ
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長田 玉鳳 藤沢市漢字Ⅰ 小沢 景萠 開成町漢字Ⅰ佳作賞

小田木 慶子 川崎市近代詩 落合 茂美 横浜市近代詩

小野田 倩泉 川崎市漢字Ⅱ 小野塚 典洞 鎌倉市漢字Ⅰ

小原 宝葉 藤沢市漢字Ⅰ 小見 紫苑 横浜市近代詩

柿沼 柏苑 横浜市漢字Ⅰ 柿沼 芳秋 横浜市漢字Ⅰ秀作賞

角田 芳稔 横浜市漢字Ⅰ 掛川 佳子 横浜市かなⅡ佳作賞

笠原 映美 川崎市かなⅡ 笠原 可緒里 横浜市大　字

梶田 素碩 横浜市かなⅡ佳作賞 梶谷 友子 横浜市かなⅡ秀作賞

片岡 白桃 横浜市近代詩 加藤 惶鳳 川崎市近代詩

加藤 祥泉 川崎市漢字Ⅰ 加藤 荘華 相模原市漢字Ⅰ

加藤 奈美江 厚木市かなⅡ 加藤 優翠 中井町漢字Ⅰ秀作賞

金泉 恵子 川崎市かなⅠ 金屋 好一 茅ヶ崎市近代詩

金子 芳彩 秦野市近代詩 蒲谷 雄一 横須賀市大　字

神岡 美代子 相模原市かなⅡ 神嶋 寿紅 横浜市かなⅡ

神山 一峰 横浜市漢字Ⅰ 加茂 淡海 海老名市漢字Ⅰ

刈込 彩苑 横浜市漢字Ⅰ秀作賞 河井 英子 横浜市前　衛

河合 小慧 川崎市近代詩 川井 真由美 南足柄市かなⅠ

秦野市かなⅡ 川島 乙桜 横浜市かなⅡ

川畑 彩春 横浜市近代詩秀作賞 川村 翠心 茅ヶ崎市大　字

神部 尚玉 茅ヶ崎市かなⅠ 菊地 薫 横浜市かなⅡ

菊地原 春蘭 相模原市漢字Ⅰ 岸本 萋蘭 寒川町漢字Ⅰ

北田 朋子 座間市前　衛 北見 梢雨 横浜市大　字

北村 煌和 横浜市かなⅠ 北村 眞翠 横浜市漢字Ⅰ

鬼頭 溪石 座間市漢字Ⅰ佳作賞 木下 晃 横浜市漢字Ⅱ

木下 宗悦 秦野市かなⅡ 木原 尚子 横浜市前　衛佳作賞

岐部 泰華 横浜市近代詩 喜安 舒苑 相模原市漢字Ⅰ

桐谷 星子 川崎市漢字Ⅱ 櫛野 智子 横浜市かなⅡ

楠井 杏花 平塚市漢字Ⅰ 久世 晃子 川崎市かなⅠ佳作賞

久津間 勝径 小田原市漢字Ⅱ 椚原 紫扇 川崎市かなⅠ

久保田 麻裕 相模原市漢字Ⅱ 熊谷 櫻泉 横浜市近代詩

熊坂 晃世 相模原市近代詩 栗原 霄光 相模原市漢字Ⅰ佳作賞

栗谷 裕子 川崎市大　字 栗山 瑛雅 横浜市漢字Ⅱ

黒沢 李穂 鎌倉市近代詩 黒田 寿鴻 相模原市漢字Ⅰ佳作賞

小石 湘君 相模原市漢字Ⅰ 小出 牧生 横浜市かなⅡ

香坂 照葉 中井町前　衛 高野 姫璋 横浜市漢字Ⅱ

小島 美和子 藤沢市かなⅡ 小島 右俊 鎌倉市漢字Ⅰ

後関 寛道 横浜市篆　刻 児玉 江陵 大和市近代詩

後藤 美華 川崎市近代詩 小西 良静 横浜市漢字Ⅰ

此島 謙芳 横浜市漢字Ⅱ 小林 克鳳 横浜市近代詩

小林 伸葉 横浜市漢字Ⅰ 小林 珠洲 横須賀市漢字Ⅰ

小林 美紀世 鎌倉市かなⅡ 小林 蓉風 平塚市かなⅠ佳作賞

小林 玲泉 横浜市漢字Ⅱ 小林 和光 横浜市漢字Ⅱ

小巻 春韻 平塚市漢字Ⅱ 小宮 清翠 川崎市漢字Ⅱ

小山 萌楓 藤沢市かなⅡ 小山 雅子 川崎市篆　刻

今 雅千 鎌倉市漢字Ⅰ 五月女 順子 川崎市かなⅠ

酒井 和子 川崎市大　字 坂井 靜光 川崎市かなⅡ

坂神 深陽 鎌倉市漢字Ⅰ 坂下 静樹 横浜市漢字Ⅰ

坂野 ミヨ 相模原市かなⅡ 坂本 敦子 茅ヶ崎市近代詩

坂元 篁凛 川崎市かなⅡ 櫻井 温子 横浜市かなⅠ

櫻井 優子 横浜市かなⅡ 佐々木 香紗 川崎市漢字Ⅱ

佐々木 紫鴛 横浜市かなⅠ 佐々木 周華 横浜市漢字Ⅰ

佐々木 新風 横浜市かなⅡ 佐々木 ヒサ子 川崎市大　字

佐々木 蘭華 鎌倉市漢字Ⅰ 笹野 暎心 相模原市漢字Ⅰ
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棧敷 珠凰 横浜市かなⅡ 佐宗 桂花 小田原市漢字Ⅱ

佐藤 孝泉 秦野市かなⅡ 佐藤 秀瑛 横浜市漢字Ⅰ

佐藤 清芳 相模原市漢字Ⅱ秀作賞 佐藤 苔翠 横浜市漢字Ⅱ

佐藤 陶雪 藤沢市漢字Ⅰ 里中 梅徑 秦野市かなⅡ

佐保田 雅子 川崎市大　字 椎名 侑碧 横浜市かなⅡ

椎名 綾彩 鎌倉市かなⅡ 塩谷 英風 横浜市近代詩

篠崎 北流 横浜市近代詩 柴崎 春桂 三浦市近代詩

柴田 小泉 横浜市かなⅠ秀作賞 柴田 麗蒲 大和市漢字Ⅰ

渋谷 柳雅 相模原市かなⅡ 島 哲男 川崎市篆　刻

島田 萠楓 大和市かなⅡ佳作賞 島本 秀代 横浜市かなⅡ

島森 椿茜 鎌倉市かなⅡ 清水 瀞楓 横浜市漢字Ⅰ

清水 綾泉 横浜市かなⅠ 志村 香竹 小田原市前　衛

下田 章平 相模原市漢字Ⅱ毎日賞 下元 原祁 伊勢原市漢字Ⅱ

正田 藤慧 厚木市近代詩佳作賞 条谷 泉 川崎市篆　刻

白河 真帆 川崎市前　衛 進藤 瑞月 小田原市漢字Ⅰ

神保 梅泉 小田原市漢字Ⅱ 菅 輝子 川崎市漢字Ⅱ

菅井 穂谷 鎌倉市漢字Ⅱ 菅原 茂 平塚市前　衛

杉浦 初子 川崎市かなⅡ佳作賞 杉本 育静 鎌倉市漢字Ⅰ

杉山 美香 横浜市かなⅡ 菅生 竹苑 横浜市漢字Ⅰ

須崎 幸子 横浜市漢字Ⅱ 鈴木 功一 茅ヶ崎市漢字Ⅱ

鈴木 浩清 海老名市かなⅡ 鈴木 彩秋 平塚市漢字Ⅱ佳作賞

鈴木 司照 横浜市かなⅠ 鈴木 翠茱 横浜市漢字Ⅱ佳作賞

鈴木 栖鳳 横浜市漢字Ⅱ 鈴木 青麗 相模原市近代詩毎日賞

鈴木 多喜子 横浜市近代詩 鈴木 麻由 横浜市かなⅡ

鈴木 蓉葩 大磯町かなⅠ 須藤 黄楓 藤沢市かなⅡ

澄田 竹珠 横浜市漢字Ⅱ 須谷 佳子 横浜市近代詩

諏訪部 芳昧 川崎市かなⅡ 清田 京蓉 秦野市かなⅡ

石 竜之介 相模原市漢字Ⅱ 関野 裕美子 横浜市かなⅡ

相馬 映心 小田原市かなⅡ 相馬 澄月 相模原市近代詩

高井 はるみ 横浜市かなⅡ 高木 華径 藤沢市近代詩

高野 俶子 横浜市大　字 高橋 映水 横浜市漢字Ⅰ

高橋 英潮 相模原市漢字Ⅰ佳作賞 高橋 敬瑤 川崎市近代詩

高橋 康一 茅ヶ崎市漢字Ⅱ 高橋 清堂 厚木市前　衛

高橋 芳舟 横浜市かなⅠ 高橋 真理子 横浜市近代詩佳作賞

高橋 美幸 横浜市漢字Ⅱ 高浜 静観 横浜市漢字Ⅱ

高見澤 香織 相模原市漢字Ⅰ 高本 直子 横浜市かなⅡ

高山 幸雪 横浜市かなⅡ毎日賞 高山 正湖 川崎市かなⅡ

竹内 栖涼 鎌倉市漢字Ⅰ佳作賞 竹内 千恵子 厚木市近代詩

竹本 夢渓 横浜市漢字Ⅱ 田澤 松穂 横浜市漢字Ⅰ

田代 青漣 相模原市漢字Ⅱ 橘 恵子 横須賀市かなⅡ

田所 蘆花 横浜市漢字Ⅱ 田中 朋香 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

田畑 明琴 横浜市大　字 丹 空鶴 相模原市漢字Ⅰ

丹野 蒼洲 横須賀市漢字Ⅱ 千葉 芳州 海老名市漢字Ⅰ

張 白霽 横須賀市漢字Ⅰ 塚田 祥子 相模原市漢字Ⅰ

塚本 竹霞 横浜市かなⅠ 土屋 郁英 川崎市近代詩

都築 雅子 横浜市漢字Ⅱ 堤 友里恵 横浜市かなⅡ

角田 翠皎 横浜市かなⅡ 出口 真悠子 川崎市かなⅡ

出沼 聡 相模原市漢字Ⅰ 徳永 ひろみ 大磯町かなⅡ

泊 正純 川崎市篆　刻 冨山 雪谿 横浜市近代詩佳作賞

豊田 紫英 横浜市かなⅠ 大和市漢字Ⅰ

長井 黙庵 綾瀬市近代詩 横浜市近代詩佳作賞

長沢 照子 横浜市かなⅡ 中島 翠玲 横浜市漢字Ⅰ

中島 白隆 藤沢市漢字Ⅱ 長島 葉萌 葉山町漢字Ⅰ
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中田 早苗 横浜市篆　刻 仲田 美咲紀 相模原市漢字Ⅰ

永田 白雲 大井町前　衛 中楯 青花 厚木市漢字Ⅰ

長塚 竹扇 横浜市かなⅡ 中西 晃雪 藤沢市かなⅡ

中原 映水 相模原市漢字Ⅰ 中村 春汀 横浜市近代詩

中村 翠蘭 川崎市かなⅡ 中村 清園 藤沢市漢字Ⅱ

川崎市大　字 中村 明穂 相模原市漢字Ⅰ秀作賞

中山 政子 横浜市近代詩 名取 栖花 鎌倉市漢字Ⅱ

並河 博子 横浜市かなⅠ 滑川 江風 川崎市漢字Ⅱ

奈良 美江 横浜市かなⅡ 成川 紅月 相模原市大　字秀作賞

成田 静渕 藤沢市かなⅡ 仁木 高子 横浜市近代詩

西片 玲静 横浜市かなⅡ 西川 幸子 横浜市大　字

西川 千鶴子 横浜市かなⅠ佳作賞 西原 寛子 横浜市かなⅡ

西原 陽聖 藤沢市漢字Ⅰ 西村 珠水 横須賀市漢字Ⅰ

西村 秀行 横浜市漢字Ⅱ 西村 洋子 横浜市かなⅡ秀作賞

沼井 恭敬 横浜市漢字Ⅰ 沼田 宣子 横浜市漢字Ⅱ

根本 翠春 横浜市漢字Ⅰ 野木村 睦子 横浜市前　衛

野口 明華 相模原市かなⅡ 野中 幽徑 川崎市かなⅡ佳作賞

野村 北斗 横浜市漢字Ⅱ 橋田 安沙 川崎市近代詩佳作賞

橋本 青玉 大和市漢字Ⅰ 橋本 雪麗 相模原市近代詩秀作賞

橋本 葉成 川崎市近代詩佳作賞 長谷川 典子 横須賀市漢字Ⅰ

波多野 和敬 藤沢市漢字Ⅰ 波多野 圭春 横浜市漢字Ⅰ毎日賞

服部 翠華 相模原市大　字 服部 柳翠 横浜市大　字秀作賞

花上 サト代 厚木市かなⅠ 馬場 青慧 横浜市かなⅡ

馬場 弓子 鎌倉市かなⅠ 土生 煌心 川崎市大　字

早川 翠虹 川崎市かなⅡ 林 清石 大和市漢字Ⅰ佳作賞

林 容子 中井町かなⅡ 原 禎園 相模原市漢字Ⅰ

原 美玲 相模原市大　字 匹田 紀子 横浜市大　字

樋口 泰仙 横浜市漢字Ⅰ 樋口 瞳姚 葉山町漢字Ⅰ

菱田 右紫 鎌倉市漢字Ⅰ佳作賞 平井 清谿 横浜市かなⅡ

平出 節子 海老名市近代詩 平塚 瑠美 横浜市大　字

平野 紀琉 相模原市漢字Ⅰ 比留川 秀水 綾瀬市近代詩佳作賞

昼間 伯亭 横浜市近代詩 深沢 和子 横浜市近代詩

府川 江甫 開成町漢字Ⅰ 福元 大篁 二宮町近代詩

福本 芳波 横須賀市漢字Ⅰ 藤井 芝石 伊勢原市近代詩

藤井 芝泉 横浜市かなⅡ佳作賞 藤井 実山 横浜市近代詩

藤倉 汀雪 横浜市漢字Ⅰ 藤崎 涼華 川崎市近代詩

藤波 研 川崎市大　字 藤波 初木 川崎市大　字

二見 秋桜 平塚市前　衛 樗澤 敦子 横浜市かなⅡ

古里 航 茅ヶ崎市篆　刻佳作賞 古幡 沙願 大和市近代詩

古屋 桂風 湯河原町漢字Ⅱ 堀田 岳風 平塚市漢字Ⅰ

本多 孝子 海老名市かなⅡ 本坊 佳代子 横浜市かなⅡ

前田 浩嘉 秦野市かなⅡ 牧 ひろみ 川崎市近代詩

松井 昭 大和市漢字Ⅱ 松岡 芝芳 横浜市かなⅡ

松下 逸子 川崎市かなⅡ 松田 毅雪 厚木市近代詩

松原 静香 横浜市かなⅡ 松本 華妙 横浜市近代詩

松本 松風 川崎市大　字 松本 丹芳 平塚市前　衛

松山 倫子 横浜市かなⅡ 丸山 勝静 横浜市漢字Ⅰ

水川 雙竹 海老名市漢字Ⅱ佳作賞 横浜市漢字Ⅱ

溝畑 香扇 海老名市かなⅡ 三井 玉陽 横浜市かなⅡ

箕浦 美遊 横浜市近代詩 宮川 芝翠 横浜市漢字Ⅰ

宮城 晋子 横浜市近代詩 宮崎 芳玉 横浜市近代詩

宮澤 和子 横浜市かなⅠ 横浜市漢字Ⅰ

宮田 信子 藤沢市近代詩 宮地 良子 横浜市かなⅡ
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宮本 翠藍 横浜市漢字Ⅰ 三輪 芙美 横浜市近代詩

村井 丹泉 秦野市かなⅡ 村上 享子 川崎市かなⅡ

村木 栄昌 鎌倉市漢字Ⅰ 村越 紫穂 相模原市漢字Ⅰ

村田 京子 鎌倉市篆　刻 村谷 幸薫 横浜市かなⅡ

望月 祐也 平塚市かなⅡ 本川 清泉 藤沢市漢字Ⅱ

藻井 紫香 横浜市漢字Ⅰ 森 桜華 座間市漢字Ⅰ佳作賞

森 玉舟 横浜市かなⅡ秀作賞 森 天佑 川崎市漢字Ⅱ

森下 煌波 横須賀市かなⅠ 森田 悦男 横浜市篆　刻

森田 靖雄 横浜市刻　字 谷亀 煌琳 横浜市かなⅡ佳作賞

八木 梢葉 厚木市前　衛 栁下 洸舟 川崎市漢字Ⅰ

柳下 秋玲 小田原市前　衛 保田 純花 相模原市漢字Ⅱ

安田 智子 横須賀市近代詩 矢谷 嘉啓 鎌倉市近代詩

谷内 秀翠 座間市近代詩 柳瀬 優江 相模原市漢字Ⅰ

矢野 喜美代 川崎市かなⅡ 矢野 玉苑 横浜市漢字Ⅱ

山口 早合里 相模原市篆　刻佳作賞 山口 春翠 横浜市漢字Ⅰ佳作賞

山口 静夜 横浜市漢字Ⅰ 山口 歳子 海老名市漢字Ⅰ

山口 洪子 横須賀市かなⅠ 山口 玲月 秦野市かなⅡ

山崎 知子 横浜市大　字 山崎 櫻蒲 相模原市漢字Ⅰ

山下 喜久枝 川崎市大　字 山下 燦真 横浜市漢字Ⅱ

山下 翠圃 横浜市漢字Ⅱ 山田 いづみ 横浜市かなⅡ

山田 華映 伊勢原市漢字Ⅱ 山根 恵美 川崎市かなⅡ佳作賞

山内 麗華 横浜市かなⅡ 山室 瑚峰 相模原市近代詩

山本 清子 大磯町近代詩 山本 蕙艸 川崎市大　字

山本 千紅 小田原市近代詩 山本 竹仙 横浜市篆　刻

横井 純楓 横浜市かなⅡ 横岡 穂慶 平塚市かなⅡ

横田 和彦 座間市篆　刻 吉川 玉兎 葉山町漢字Ⅰ

吉田 禾秋 横浜市かなⅡ 吉田 喜美子 横浜市漢字Ⅱ

好田 丘邨 横浜市篆　刻 吉田 恵苑 藤沢市漢字Ⅰ

吉田 光翠 川崎市かなⅡ 吉田 純 横浜市漢字Ⅱ

吉田 翠鷸 横浜市かなⅡ秀作賞 吉田 芳泉 海老名市漢字Ⅱ

吉田 右宗 鎌倉市漢字Ⅱ 吉成 靖幸 横浜市かなⅡ

吉野 松雪 横浜市漢字Ⅰ 依田 有起子 大磯町漢字Ⅰ

米山 霞香 大和市近代詩 我妻 霄聲 相模原市漢字Ⅰ

若林 小鈴 横浜市漢字Ⅰ秀作賞 和田 杏実 横浜市大　字

和田 一誠 秦野市近代詩 和田 春穂 横浜市かなⅡ

渡瀬 英仁 横浜市大　字毎日賞 渡辺 貴峰 横浜市漢字Ⅱ

渡辺 晃郷 川崎市かなⅡ 渡辺 鴻舟 横浜市漢字Ⅰ

渡辺 紫文 川崎市近代詩 渡辺 蒼秀 横浜市漢字Ⅰ
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