
第2部（漢字少字数）

特 選

阿部 望（札 幌） 片岡 勇也（旭 川）＊ 佐々木浩斗（旭 川）
菅原 巨濤（礼 文） 髙田咲記子（札 幌） 丹野 洋子（旭 川）
平井美紗江（当 別）＊ 村澤 翠光（旭 川） 吉田 紫泉（旭 川）

秀 作

相澤 孤翠（札 幌） 阿部 岳流（札 幌） 飯田 黄星（札 幌）
池田 涼風（砂 川） 打矢 靜冬（釧 路） 内山弥奈子（札 幌）
梅津 康寿（旭 川）＊ 大橋 一慶（札 幌） 菅野 朝子（旭 川）
佐藤 千昭（函 館） 佐野 騰舟（札 幌） 嶋 竹風（札 幌）
髙井 淳沙（札 幌） 高田 豊泉（札 幌） 髙橋 竜平（稚 内）
富田 英子（帯 広） 廣谷 翆舟（北広島） 福本 虚竹（札 幌）
星野 壮風（札 幌） 細木 慎太（恵 庭） 前田 清華（帯 広）
森田 一惠（美 唄） 矢萩 華陽（札 幌） 山田 小倖（羽 幌）
吉田 恵風（札 幌） 吉田 卓（札 幌）

入 選

曾田 華（札 幌） 赤間 果牧（室 蘭） 麻生 恵陽（帯 広）
安達 涼風（札 幌） 阿部 雅扇（札 幌） 安藤 捺美（石 狩）＊
井澤 美舟（砂 川） 石川 観城（札 幌） 伊藤 峻峻（旭 川）
井上 蛍雪（室 蘭） 岩本 祥凰（札 幌） 上野 蘇風（深 川）
内田 北苑（札 幌） 及川 緑鳳（余 市） 大石 桂光（札 幌）
大内田菜摘（清 水）＊ 太田 若菜（中富良野）＊ 大橋 夏海（旭 川）＊
小川 詩孝（札 幌） 小椋千寿子（江 別） 小野寺泰篁（札 幌）
加藤 珠峰（岩見沢） 金盛 静庭（旭 川） 川井 露舟（室 蘭）
河端 寿山（札 幌） 北川 武子（旭 川） 木村 大英（札 幌）
久志 卓世（旭 川） 工藤 彩華（苫小牧） 工藤 太啓（札 幌）
工藤 文園（函 館） 久保 華光（札 幌） 越野 珠星（根 室）
小杉田春瞳（札 幌） 小長谷めぐ美（旭 川） 佐々木琴仙（ 森 ）
佐々木晴翠（旭 川） 佐々木千風（岩見沢）＊ 笹原 麗佳（旭 川）
佐藤 優芽（札 幌）＊ 沢井 渓舟（岩見沢） 芝垣 博之（札 幌）
下田 章平（茨 城） 上銘 妙苑（北 見） 神野 竜也（札 幌）
菅 三溪（札 幌） 菅原 春草（旭 川） 杉村 涼風（富良野）＊
鈴木 明希（富良野）＊ 鈴木 春想（札 幌） 鈴木 弥生（旭 川）
髙橋 瑛泉（函 館） 髙橋 直子（札 幌） 髙橋 唯（旭 川）＊
篁 紘子（札 幌） 竹坂 永津（室 蘭） 竹坂 天煌（室 蘭）
竹中 岳翠（岩見沢） 千葉 景楓（室 蘭） 津田 翠舟（札 幌）
出村 陽光（札 幌） 徳佐 隆浩（旭 川） 土佐 一彌（札 幌）
土佐 玲子（札 幌） 富盛 豊鮮（室 蘭） 中川 眞枝（北広島）
中村 栖萩（新ひだか） 中谷 暁光（江 別） 西 朋子（旭 川）
西嶋真由美（旭 川） 西村 螢風（旭 川） 芳賀 亮山（札 幌）
長谷川順邦（室 蘭） 畠中 峰雪（札 幌） 波多野翔華（札 幌）
畑端 碧洋（岩見沢） 服部 恵風（旭 川） 林 舞花（中富良野）＊
疋田 瑞栄（釧 路） 土野 華舟（札 幌） 日南 朗子（札 幌）
藤田 紫苑（旭 川） 古川 祥蓮（旭 川） 星野 光風（旭 川）
細田 尚吾（岩見沢）＊ 堀 悦鶴（釧 路） 本城 津水（札 幌）
増岡 晶映（室 蘭） 松並 如吟（釧 路） 三上 弘子（天 塩）
宮本眞理子（旭 川） 森 香翠（室 蘭） 山 輝久（江 別）
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山口 千春（札 幌）＊ 山崎 珪雪（江 別） 山野 淘花（旭 川）
湯野 鳥美（旭 川） 横澤 英子（旭 川） 横山 泉実（札 幌）＊
吉田 遊雲（砂 川） 渡辺 妙恵（札 幌）

＊は23歳以下の入賞、入選者

書道展　作品集　１３３線／ＷＥＢ用　　　　　　　　　　　　　ＯＴＦ／入賞・入選者／一覧  2017.05.12 21.42.19  Page 4 


