第60回記念北海道書道展入賞・入選者一覧
第１部（漢字多字数）
特
岩本
大滝
小泉
古内
松尾

祥凰（札
華泉（根
蘭翆（札
博峰（旭
萩央（網

幌）
室）
幌）
川）
走）

太田 竹苑（札
大山 美陵（登
千代谷武美（札
古川 祥蓮（旭

秀
浅野 光遙（札 幌）
池田 憲亮（小 樽）
石川 綾湖（北広島）
今井 彗星（札 幌）
片山 香流（札 幌）
角谷 京南（札 幌）
熊野 彩香（札 幌）
斉藤 理芳（厚 真）
杉本 翠園（北広島）
出光 紅花（札 幌）
野島 俊岳（陸 別）
平佐 支星（札 幌）
藤田 杉影（芽 室）
本間 光明（札 幌）
武笠 從子（札 幌）
矢部 麗香（札 幌）
吉澤 虹城（札 幌）
渡部早裕利（札 幌）

麻生
池田
石田
大西
勝目
北村
越川
笹原
鈴木
中川
畑島
福富
古川
松永
椋本
山本
吉田

幌）
別）
幌）
川）

大高
久保
塚原
前田

螢星（札
華光（札
嬉千（江
清華（帯

幌）
幌）
別）
広）

作

恵陽（帯 広）
弥希（苫小牧）＊
滴翠（旭 川）
玉葉（苫小牧）
湖風（苫小牧）
瑠翠（札 幌）
由衣（札 幌）＊
煌雪（天 塩）
春想（札 幌）
大玄（札 幌）
香風（苫小牧）
牧子（札 幌）
鳳洲（苫小牧）
翆香（伊 達）
素涛（札 幌）
豊（稚 内）
弘風（苫小牧）

入
青木 蒼琴（北広島）
阿部 雅扇（札 幌）
石川 観城（札 幌）
石塚 蒼峰（小 樽）
一島 澄湖（小 樽）
猪股 草風（札 幌）
大石 桂光（札 幌）
大屋 翠波（札 幌）
荻原 香邨（岩見沢）
越智 爽華（札 幌）
小野寺泰篁（札 幌）
金森 美幸（苫小牧）＊
北島 秀暎（札 幌）
木屋 華祥（根 室）
児玉 琇藍（石 狩）
近藤 悠泉（斜 里）
坂脇 谿秀（札 幌）

選

阿部 岳流（札 幌）
池野 素柳（札 幌）
井上 寿汝（北 見）
沖田 啓峰（苫小牧）
加藤 珠峰（岩見沢）
工藤 彩華（苫小牧）
齋藤 悦子（札 幌）
宿南 青穂（千 歳）
田上 竜雅（安 平）
中村 栖萩（新ひだか）
火ノ川静空（本 別）
福家 慶華（恵 庭）
細川 翠光（札 幌）
向井 紫玉（札 幌）
村田 清琳（苫小牧）
横川 春城（札 幌）
渡辺 爽雪（札 幌）

選

浅田 蛍城（札 幌）
有本 勲生（帯 広）
石黒 薫習（旭 川）
石塚 紀子（札 幌）
伊藤 爽琴（苫小牧）
岩倉 孝雪（千 歳）
大高 春溪（芦 別）
大山 煌月（小 樽）
桶川 春萠（札 幌）
尾内 啓雪（南 幌）
片山 恵華（北広島）
鎌塚 一泉（浦 臼）
北田 柳仙（札 幌）
久保田英樹（旭 川）
小林 谿華（岩見沢）
齋藤 桜香（札 幌）
佐々木紫陽（札 幌）

穴澤 紅琴（富良野）
有本 壷月（帯 広）
石黒 智美（江 別）
伊勢 秀峰（長 沼）
井上 幻秋（小 樽）
遠藤 雪心（釧 路）
大髙 祥雪（札 幌）
小川 詩孝（札 幌）
尾崎 暁子（北広島）
小野 白葉（北広島）
金井 暁春（札 幌）
木島 靖子（小 樽）
木原 貴流（小 樽）
越坂 真由（札 幌）＊
駒澤 雅仙（札 幌）
齋藤 青邦（士 別）
佐々木栴耀（白 老）

佐藤 絢子（札 幌）
渋谷 琴川（札 幌）
謝花 恵泉（札 幌）
白鳥 雪流（小 樽）
諏訪 桃華（苫小牧）
滝上 恵淑（北広島）
竹之内翠洋（深 川）
田中 蒼潤（札 幌）
玉川 翆豊（札 幌）
千葉 星水（苫小牧）＊
津田 智子（札 幌）
東條めぐみ（江 別）
外山 華雪（恵 庭）
中村 飛鳥（恵 庭）
西川 玉心（札 幌）
年代 奏琴（富良野）
畠中 峰雪（札 幌）
春木 紫鳳（白 老）
福井 幸子（札 幌）
藤井 華泉（北広島）
松久 青想（札 幌）
水野 朋鶴（札 幌）
宮本 翆園（苫小牧）
森本 京泉（上富良野）
山内 杏扇（札 幌）
山下 綾子（札 幌）
山本 珠雪（札 幌）
吉田 良華（札 幌）
渡辺 草汀（北広島）

沢井 渓舟（岩見沢）
清水 蛍吟（室 蘭）
上銘 妙苑（北 見）
鈴木 華心（湧 別）
髙橋 彩湖（札 幌）
竹口 錦舟（札 幌）
立花 静湖（札 幌）
田辺 智子（札 幌）
田村 未緒（札 幌）
千葉
等（釧 路）
津田 珀秋（小 樽）
富樫 秀玉（釧 路）
中田 紅陽（苫小牧）
中村 珠苑（札 幌）
西谷 虹泉（苫小牧）＊
橋場 美鳳（札 幌）
畑端 碧洋（岩見沢）
半田 瑤華（標 津）
福島 美里（千 歳）
藤野屋紅和（興 部）
萬田 清泉（夕 張）
光井 香織（札 幌）
村瀬 静佳（芽 室）
八島 萌実（札 幌）
山口 春美（恵 庭）
山田 杏利（上富良野）＊
吉岡 美尚（札 幌）
渡邉 慈照（札 幌）
渡邊 美仙（札 幌）

志藤 雅苑（札 幌）
下田 章平（神奈川）
白井由貴子（札 幌）
須田 千畦（札 幌）
髙村 清苑（砂 川）
武田 美穂（札 幌）＊
田中 古倫（帯 広）
玉井 澄光（札 幌）
丹羽 裕峰（室 蘭）
津田 晶子（札 幌）
土橋かおり（札 幌）
土佐 一彌（札 幌）
永野 泰海（別 海）
鳴海 華蓮（札 幌）
二瓶 岳城（遠 軽）
橋本 杏華（北 見）
馬場 松峰（旭 川）
疋田 瑞栄（旭 川）
福原 北雲（稚 内）
星
剛峰（室 蘭）
三上 幹城（札 幌）
光井 玉麗（札 幌）
森澤 渓仙（北広島）
安川 翠蘭（札 幌）
山崎 豊華（白 老）
山田 光希（釧 路）
吉田 恵一（室 蘭）
渡部 清芳（札 幌）
渉里 芳昭（旭 川）
＊は23歳以下の入賞、入選者

