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第70回記念中日書道会 特別賞入賞者

賞名 姓  号 書謳F弓 賞名 姓  号 書謳F]

記念賞 青山高陽 漢字 記念賞 三代雄峯 漢字

記念賞 浅井径桜 漢字 記念賞 水田珪華 漢字

記念賞 浅井紫泉 漢字 記念賞 溝口純華 漢字

記念賞 家田翠径 漢字 記念賞 美濃羽城開 漢字

記念賞 石川明加 漢字 記念賞 望月希彩 漢字

記念賞 伊藤杏畢 漢字 記念賞 森 絹泉 漢字

記念賞 犬飼淋華 漢字 記念賞 森本夏漢 漢字

記念賞 岩本瑞華 漢字 記念賞 吉川清軒 漢 字

記念賞 内田翠径 漢字 記念賞 足立麗華 かな

記念賞 大鐘紫陽 漢字 記念賞 石川瑞峰 かな

記念賞 太田滞山 漢字 記念賞 石田三喜 か な

記念賞 小笠原青華 漢字 記念賞 今枝節峰 かな

記念賞 奥村三葉 漢字 記念賞 加藤博子 かな

記念賞 加地孤握 漢 字 記念賞 木島静月 かな

記念賞 神谷緑泉 漢 字 記念賞 小谷春苑 かな

記念賞 亀井小琴 漢字 記念賞 佐々木宏潤 か な

記念賞 草野慧泉 漢字 記念賞 土屋香風 かな

記念賞 倉地西萩 漢字 記念賞 野口紀代子 かな

記念賞 黒川鵬呑 漢字 記念賞 野村清涼 かな

記念賞 小池玲翠 漢字 記念賞 堀部保子 かな

記念賞 小林祥鶴 漢字 記念賞 宮田洋美 かな

記念賞 近藤晴翠 漢字 記念賞 村井康山 かな

記念賞 近藤青誂 漢字 記念賞 浅井明奈 近代詩文

記念賞 近藤梅鶯 漢字 記念賞 市橋蒼流 近代詩文

記念賞 佐藤水香 漢字 記念賞 内山蘭月 近代詩文

記念賞 清水翠芳 漢字 記念賞 太田由香 近代詩文

記念賞 下村汀柳 漢字 記念賞 川口碧水 近代詩文

記念賞 自井景星 漢字 記念賞 川口由美 近代詩文

記念賞 関戸海越 漢 字 記念賞 小林恵風 近代詩文

記念賞 説田朱麗 漢字 記念賞 式守白萩 近代詩文

記念賞 千田京華 漢字 記念賞 鈴木凍山 近代詩文

記念賞 高松秀翠 漢字 記念賞 谷利紫鳳 近代詩文

記念賞 武田晶庭 漢字 記念賞 新山翠香 近代詩文

記念賞 谷 鴻風 漢字 記念賞 花井清水 近代詩文

記念賞 谷口誘苑 漢字 記念賞 前田祥石 近代詩文

記念賞 千葉晨翠 漢字 記念賞 前田千登世 近代詩文

記念賞 中井港星 漢字 記念賞 松下聖心 近代詩文

記念賞 中村華風 漢字 記念賞 松本紅雨 近代詩文

記念賞 野田虹園 漢字 記念賞 三輪田香苑 近代詩文

記念賞 野村揚月 漢字 記念賞 泉 好子 少字数

記念賞 波多野香葉 漢字 記念賞 犬塚玉陽 少字数

記念賞 林 幸湖 漢字 記念賞 神谷光園 少字数

記念賞 坂野渚月 漢字 記念賞 佐藤寛山 少字数

記念賞 日江井芝香 漢 字 記念賞 角谷弘子 少字数

記念賞 広井秀琳 漢字 記念賞 三島済美 少字数

記念賞 藤澤秋嶺 漢字 記念賞 岡田麗峰 蒙刻・亥1字

記念賞 藤村真徳 漢字 記念賞 紀藤捷庵 蒙刻・刻字

記念賞 藤原桃李 漢字 記念賞 花村秀嶽 蒙刻・亥1字

記念賞 堀 穂慧 漢字 記念賞 水谷有志 象刻・刻字



賞名 姓  号 書謳Fヨ 賞名 姓  号 書FFヨ

海部俊樹賞 須田静波 漢字 準大賞 林 由美 漢字

大賞 長谷川 結 近代詩文 準大賞 深津陽雪 漢字

準大賞 飯田泰郷 漢字 準大賞 深谷紅蘭 漢字

準大賞 市橋文親 漢字 準大賞 福田博芳 漢字

準大賞 伊藤静香 漢字 準大賞 堀田智洋 漢字

準大賞 井上紅鳳 漢字 準大賞 松永秋花 漢字

準大賞 今村寿鴻 漢字 準大賞 村田華雪 漢 字

準大賞 内川昌子 漢字 準大賞 森川紫舟 漢字

準大賞 内出紅華 漢字 準大賞 森山渓花 漢字

準大賞 江口秀華 漢字 準大賞 安田彩霞 漢字

準大賞 大野蘭香 漢字 準大賞 山本小鉛 漢字

準大賞 岡田愛子 漢 字 準大賞 吉田聖汀 漢字

準大賞 長田裕華 漢字 準大賞 渡邊香蘭 漢字

準大賞 小野田晃志 漢字 準大賞 板倉恵子 かな

準大賞 加藤杏華 漢字 準大賞 上野明美 かな

準大賞 加藤彩心 漢字 準大賞 加藤玉華 かな

準大賞 加藤苔苑 漢字 準大賞 加藤こづみ かな

準大賞 加藤智加 漢字 準大賞 佐藤悦子 かな

準大賞 加藤豊盛 漢字 準大賞 鈴木裕子 かな

準大賞 川端柳園 漢字 準大賞 高木愛子 かな

準大賞 神田酔月 漢字 準大賞 田中江雨 かな

準大賞 倉知葉舟 漢字 準大賞 西尾雅子 かな

準大賞 小塚芳黎 漢字 準大賞 福井芳子 かな

準大賞 近藤星崖 漢字 準大賞 古山玉扇 かな

準大賞 酒井悠泉 漢字 準大賞 水野佑華 かな

準大賞 桜井光雲 漢字 準大賞 朝井美玲 近代詩文

準大賞 佐藤琉華 漢字 準大賞 今井春陽 近代詩文

準大賞 篠田瑞芳 漢字 準大賞 尾崎虹葉 近代詩文

準大賞 田垣秀條 漢字 準大賞 桜井聖子 近代詩文

準大賞 高桑愛降 漢字 準大賞 塚原清雪 近代詩文

準大賞 田中春華 漢字 準大賞 戸田華水 近代詩文

準大賞 坪井英哲 漢字 準大賞 樋口千修 近代詩文

準大賞 寺岡春蘭 漢字 準大賞 平井華泉 近代詩文

準大賞 寺田祐峰 漢字 準大賞 平田光蘭 近代詩文

準大賞 寺西智鵜 漢字 準大賞 福井笙lle 近代詩文

準大賞 藤堂弘風 漢字 準大賞 藤井和彦 近代詩文

準大賞 豊嶋青琴 漢字 準大賞 堀田孝子 近代詩文

準大賞 中川瑞風 漢 字 準大賞 三輪蘇生 近代詩文

準大賞 中山芳泉 漢字 準大賞 森田某香 近代詩文

準大賞 西田康華 漢字 準大賞 片桐千賀子 少字数

準大賞 根津郷巴 漢字 準大賞 服部光峰 少字数

準大賞 根谷捷子 漢字 準大賞 宮島みどり 少字数

準大賞 野秋怜光 漢字 準大賞 吉兼理樹 少字数

準大賞 服部瑞花 漢字 準大賞 井上貴文 象刻・亥1字

準大賞 花井蘭径 漢字 準大賞 平 冨耀 象刻・亥1字

準大賞 浜島緑風 漢字 準大賞 高島濤翠 家刻・刻字

準大賞 早川緑園 漢字 準大賞 徳倉禾風 象刻・刻字



賞名 姓  号 書謳F号 賞名 姓  号 書謳F弓

中日賞 長屋純子 漢字 桜花賞 藤戸絢春 漢字

中日賞 川本俊子 かな 桜花賞 古橋紀風 漢字

中日賞 加藤貴咲 近代詩文 桜花賞 外村幹秀 漢 字

中日賞 藤田香志 少字数 桜花賞 星野律花 漢字

中日賞 斎藤矧川 纂刻・亥1字 桜花賞 堀井翠月 漢 字

桜花賞 浅野揺草 漢 字 桜花賞 前川緋邑 漢 字

桜花賞 安藤範香 漢字 桜花賞 松尾心厳 漢 字

桜花賞 石川清秋 漢字 桜花賞 真野桃華 漢字

桜花賞 板倉香淵 漢字 桜花賞 宮崎芳川 漢字

桜花賞 市川香雪 漢字 桜花賞 森 富華 漢字

桜花賞 市川純慧 漢字 桜花賞 山内翔鶴 漢字

桜花賞 伊藤彩秀 漢字 桜花賞 山口彩鳳 漢字

桜花賞 伊藤美扇 漢字 桜花賞 山田映翠 漢 字

桜花賞 稲垣輝彩 漢字 桜花賞 山本麻里 漢 字

桜花賞 稲垣清雅 漢字 桜花賞 吉川桃香 漢 字

桜花賞 大石窓雪 漢字 桜花賞 吉田翠竹 漢 字

桜花賞 大鐘智芙未 漢字 桜花賞 脇田遊油 漢字

桜花賞 岡本芝苑 漢字 桜花賞 稲吉小夜子 かな

桜花賞 長船志保 漢字 桜花賞 井上三保子 かな

桜花賞 香月久遠 漢字 桜花賞 遠藤里美 か な

桜花賞 加藤文子 漢字 桜花賞 小倉壽子 かな

桜花賞 加藤芳司 漢字 桜花賞 近藤嘉江 かな

桜花賞 河合澄香 漢 字 桜花賞 坂本裕香 かな

桜花賞 栗木美楓 漢 字 桜花賞 藤社葉子 かな

桜花賞 後藤柳月 漢字 桜花賞 丹羽博美 かな

桜花賞 近藤峻岳 漢 字 桜花賞 安井理恵 かな

桜花賞 酒井照苑 漢字 桜花賞 吉田千津枝 かな

桜花賞 榊原春蘭 漢字 桜花賞 吉永純子 か な

桜花賞 笹本菜月 漢 字 桜花賞 安藤絹子 近代詩文

桜花賞 佐藤彩柳 漢字 桜花賞 石川桃露 近代詩文

桜花賞 佐藤翠玉 漢字 桜花賞 伊藤蘭香 近代詩文

桜花賞 佐橋爽翠 漢字 桜花賞 稲葉裕美 近代詩文

桜花賞 澤田未幸 漢字 桜花賞 今村古雅 近代詩文

桜花賞 澤田蓉風 漢字 桜花賞 江口幽岳 近代詩文

桜花賞 杉田樹石 漢字 桜花賞 太田紫玉 近代詩文

桜花賞 杉山松雅 漢字 桜花賞 岡 俊子 近代詩文

桜花賞 鈴木翔山 漢字 桜花賞 奥山由紀 近代詩文

桜花賞 鈴木藍光 漢字 桜花賞 梶田汀雨 近代詩文

桜花賞 鈴木麗鳴 漢 字 桜花賞 神戸春谷 近代詩文

桜花賞 関 春香 漢字 桜花賞 清水省子 近代詩文

桜花賞 高島伸晃 漢字 桜花賞 下村佳風 近代詩文

桜花賞 田崎大秀 漢字 桜花賞 高橋千代子 近代詩文

桜花賞 長尾珠泉 漢字 桜花賞 田中詩織 近代詩文

桜花賞 永坂瑞祥 漢 字 桜花賞 千葉弘子 近代詩文

桜花賞 中島千草 漢字 桜花賞 丹羽梶代 近代詩文

桜花賞 中島千里 漢字 桜花賞 萩原由希子 近代詩文

桜花賞 中村彩香 漢字 桜花賞 堀脇明代 近代詩文

桜花賞 中村鸞邑 漢字 桜花賞 水野美舟 近代詩文

桜花賞 新津美泉 漢字 桜花賞 北村義弘 少字数

桜花賞 西垣玉翠 漢字 桜花賞 黒柳真実 少字数

桜花賞 野田昌寛 漢字 桜花賞 藤村美穂 少字数

桜花賞 長谷川緑光 漢字 桜花賞 山崎真理 少字数



賞名 姓  号 書謳Fヨ 賞名 姓  号 書「 F5

桜花賞 演屋大樹 漢字 桜花賞 安藤朱済 纂刻核1字

桜花賞 林 松宮 漢字 桜花賞 内田明男 家刻口刻字

桜花賞 林 率香 漢字 桜花賞 小島大立 筆刻・亥1字

桜花賞 彦坂翠花 漢字 桜花賞 鈴木恵草 蒙刻口刻字

桜花賞 人見輝泉 漢字 桜花賞 帯刀渓石 象刻・刻字

桜花賞 平野差藍 漢字 桜花賞 菱川 武 纂刻・刻字

桜花賞 平野桃瑶 漢字 桜花賞 山村千秋 家刻核1宇

桜花賞 福田祥光 漢字


