
第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

新潟県

東京展

青木 香子 長岡市漢字Ⅰ 青山 羔婉 新潟市漢字Ⅰ

飯田 翠風 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 井口 文子 長岡市漢字Ⅰ

石井 渓月 燕市漢字Ⅰ 石本 青紗 五泉市漢字Ⅰ

泉 静雨 新潟市漢字Ⅱ 伊藤 溪碩 三条市漢字Ⅰ

伊藤 白苑 新潟市漢字Ⅰ 犬井 雨葉 聖籠町前　衛

今井 春鈴 長岡市前　衛 今井 智子 三条市漢字Ⅰ

岩崎 由佳 長岡市漢字Ⅰ 内山 園祥 三条市かなⅠ

大関 秀園 五泉市漢字Ⅰ 小野塚 典祥 上越市漢字Ⅰ

笠井 翠月 長岡市漢字Ⅰ 金子 青珠 五泉市漢字Ⅰ

上村 尚風 十日町市漢字Ⅰ 川上 夏楓 長岡市前　衛

熊木 翠泉 佐渡市漢字Ⅰ 桑野 春仙 新潟市漢字Ⅰ

桒原 滄石 南魚沼市漢字Ⅱ 解良 都代子 長岡市漢字Ⅰ

小林 春淵 新潟市漢字Ⅰ 小林 春景 新潟市前　衛

小林 桐花 新潟市漢字Ⅰ 小林 三四子 長岡市漢字Ⅰ

駒形 泳舟 南魚沼市漢字Ⅰ 小森 蘭順 上越市漢字Ⅱ

近藤 嵐光 新潟市漢字Ⅰ 斉川 春瑶 新潟市漢字Ⅰ秀作賞

斉藤 花泉 新潟市漢字Ⅰ佳作賞 齋藤 翔洋 上越市漢字Ⅰ

坂井 紅綾 長岡市漢字Ⅰ 坂詰 直美 長岡市漢字Ⅰ

佐藤 華心 新潟市漢字Ⅰ 佐藤 雅風 新潟市漢字Ⅰ

佐藤 舟霞 新潟市漢字Ⅰ 佐藤 法子 三条市漢字Ⅰ

佐藤 瑠華 新潟市近代詩 佐山 大申 佐渡市大　字

柴野 範也 新潟市漢字Ⅰ 島田 峰月 十日町市漢字Ⅰ

島村 研二 長岡市漢字Ⅰ 白石 翠葉 新潟市漢字Ⅰ

新保 蛍舟 長岡市漢字Ⅰ 菅井 慶城 阿賀野市漢字Ⅰ

杉本 俊夫 長岡市漢字Ⅰ 鈴木 青香 五泉市漢字Ⅰ佳作賞

新潟市漢字Ⅰ 袖山 小岑 新潟市漢字Ⅰ毎日賞

高木 伸葉 長岡市漢字Ⅰ 高野 道弘 小千谷市漢字Ⅰ

高橋 華洲 新発田市漢字Ⅰ 高橋 金城 魚沼市漢字Ⅰ

高橋 香苑 南魚沼市大　字 高橋 俊子 長岡市漢字Ⅰ

高橋 陽華 新潟市漢字Ⅰ 竹田 雪洞 上越市大　字

立石 禮子 長岡市漢字Ⅰ 田中 彩風 阿賀野市近代詩

田中 梨風 長岡市漢字Ⅰ佳作賞 田村 権風 長岡市漢字Ⅰ

寺尾 喬堂 佐渡市漢字Ⅰ 豊島 峰雲 新潟市大　字

永井 紫仙 新潟市漢字Ⅰ 中川 荷舟 長岡市漢字Ⅰ

中川 和子 長岡市漢字Ⅰ 長澤 千恵 長岡市漢字Ⅰ

長瀬 静香 上越市漢字Ⅱ 永田 景草 新潟市漢字Ⅰ

永橋 香峰 長岡市漢字Ⅰ 中村 桃華 湯沢町近代詩

西山 裕子 長岡市漢字Ⅰ毎日賞 灰野 紅舟 新潟市漢字Ⅰ

服部 艸香 長岡市漢字Ⅰ 林 青遼 五泉市漢字Ⅰ秀作賞

原嶋 裕子 柏崎市かなⅡ 伴場 彩園 阿賀野市漢字Ⅱ

平沢 咲果 長岡市漢字Ⅰ 藤田 南龍 新潟市漢字Ⅰ

藤田 朋果 新潟市漢字Ⅰ 藤田 優子 燕市漢字Ⅰ佳作賞

藤本 小雪 上越市漢字Ⅱ 穂苅 春蕗 新潟市漢字Ⅰ

保科 翠華 新潟市漢字Ⅰ 星野 香彩 長岡市漢字Ⅰ

堀内 青彩 五泉市漢字Ⅰ 本間 芳鶴 佐渡市漢字Ⅰ

前田 和江 長岡市漢字Ⅰ秀作賞 松井 毬之 新潟市漢字Ⅰ佳作賞

松田 青雪 五泉市漢字Ⅰ 松橋 恵雲 妙高市漢字Ⅱ

松山 蒼波 新潟市漢字Ⅰ 圓山 翠蘭 新潟市漢字Ⅰ

丸山 静泉 三条市漢字Ⅰ佳作賞 水野 洋子 長岡市漢字Ⅰ秀作賞

宮村 俊人 胎内市漢字Ⅰ 新潟市漢字Ⅰ

三輪 翠雨 上越市漢字Ⅰ 村田 春楊 新発田市漢字Ⅰ佳作賞

室岡 游紫 上越市漢字Ⅱ 本村 婦美 長岡市漢字Ⅰ

谷内田 真理子 長岡市漢字Ⅰ 山内 武雄 長岡市漢字Ⅰ

1/2 ページ



第73回毎日書道展会場別会友（無鑑査）出品者一覧

新潟県

東京展

山口 崇山 南魚沼市大　字 山田 玉榮 上越市かなⅠ

横山 葉山 上越市漢字Ⅱ
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