
第3部（かな）

特 選

荒田 芳子（小 樽） 大原 美香（愛 知） 外岡 洋子（札 幌）
田母神彩香（旭 川） 千野よし子（小 樽） 泊出 淳子（札 幌）
萬崎 文子（札 幌） 渡辺美奈子（札 幌）

秀 作

朝日 幸子（札 幌） 梅津 渥子（札 幌） 梅津 愛（札 幌）
尾崎 琴子（札 幌） 笠原 和代（札 幌） 金谷 聰子（札 幌）
栗田久仁子（札 幌） 小林 悦子（札 幌） 小松 靖子（札 幌）
鈴木 広葉（北広島） 立川 水葉（浜 中） 丁子 和美（札 幌）
土永 敬子（札 幌） 飛松 澄子（札 幌） 中野八重子（恵 庭）
中村 幸子（札 幌） 二階堂友美（札 幌） 林 由香（札 幌）
舞良 栄子（札 幌） 松崎 春（札 幌） 武藤 清子（札 幌）
山本 博子（札 幌） 吉江 清美（札 幌） 若松 浩子（札 幌）

入 選

浅見 美里（札 幌） 阿部 桜葉（札 幌） 池垣百合子（函 館）
池津 朋枝（札 幌） 磯部 節子（江 別） 市川 紀子（札 幌）
伊東真理子（札 幌） 稲垣 フジ（札 幌） 稲葉 栞里（札 幌）＊
植田 美鈴（札 幌） 内田 博美（札 幌） 枝長 真美（札 幌）
海老名素生（小 樽） 遠藤 良子（札 幌） 大西 仍江（札 幌）
大村 恵利（札 幌） 小田 雅恵（苫小牧） 落合まりな（札 幌）＊
音部 敏子（江 別） 折坂 寿子（札 幌） 折目 帆香（札 幌）＊
貝澤 風音（札 幌）＊ 川崎 裕子（札 幌）＊ 菊池ひめ子（札 幌）
喜多 淑佳（札 幌） 木村 泰子（江 別） 栗澤 敦子（中標津）
栗本 悦子（伊 達） 小島むつ子（札 幌） 後藤 一枝（北広島）
後藤 和美（札 幌） 小林 雲峰（札 幌） 近藤真千子（小 樽）
金野 勝次（札 幌） 佐伯 公子（札 幌） 坂井 玉香（札 幌）
坂田 佳穂（札 幌）＊ 桜庭 慧佳（秋 田） 佐々木翔堂（小 樽）
佐々木満里子（札 幌） 佐藤 典子（恵 庭） 讃岐 生子（函 館）
清水 裕美（札 幌） 下川 庸子（札 幌） 進藤美穂子（札 幌）
杉山 楓（札 幌）＊ 須甲 芳子（札 幌） 関口 春径（函 館）
高橋 綾子（札 幌） 高畑 玲子（江 別） 竹森 文子（札 幌）
多田 英子（札 幌） 田苗 恵（札 幌） 田中 鶴堂（栗 山）
田中 正雄（札 幌） 種村 順子（神奈川） 千葉 明美（札 幌）
千葉あすか（札 幌） 塚原 純子（札 幌） 東野久美子（札 幌）
徳田 輝子（札 幌） 德永 悦子（札 幌） 豊澤 賴子（札 幌）
永井 啓子（札 幌） 長澤 雅子（札 幌） 名久井憲子（札 幌）
西館 洋恵（札 幌） 沼倉 貴子（札 幌） 野表 華苑（新ひだか）
長谷川敬子（江 別） 八田 睦子（江 別） 板東 太湖（札 幌）
藤井登茂子（石 狩） 藤本多希子（札 幌） 舟越美那子（札 幌）
舟根 秀子（札 幌） 堀田 悦子（札 幌） 本間 牧子（札 幌）
萬崎由美子（札 幌） 三浦 明代（札 幌） 宮川 京麗（札 幌）
毛利 津木（小 樽） 守城 蓮見（札 幌）＊ 山口美智子（岩見沢）
山﨑 雅芳（札 幌） 山吹 珠江（小 樽） 山辺 幸代（札 幌）
山本 浩子（大 空） 山本 弘美（札 幌） 横田 嶺子（札 幌）
吉田 京子（札 幌） 若山 真実（小 樽）
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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 5 


