
第33回読売書法展　特選受賞者
（部門別・50音順）

〔漢字〕
会津魁堂(青森県) 赤松信映(徳島県) 秋永桂新(滋賀県) 朝倉博翠(鳥取県) 東希晃(大阪府)
阿部鳳竹(熊本県) 有賀千可(山梨県) 安藤啓舟(福岡県) 井奥映香(兵庫県) 伊澤純子(北海道)
石井玉華(愛知県) 石井起和(千葉県) 石井澄泉(静岡県) 石川明加(愛知県) 石野華鳳(北海道)
石橋暁川(長崎県) 石橋紅華(静岡県) 和泉至峰(京都府) 伊豆本竹翆(宮崎県) 伊藤光峰(群馬県)
伊藤東海(静岡県) 稲木裕美(徳島県) 今井菜美子(東京都) 上田翠泉(福岡県) 榎本秀扇(静岡県)
海老澤暁山(茨城県) 海老野梅花(東京都) 江森葵鶯(茨城県) 大石倖仙(埼玉県) 大川戸由紀子(千葉県)
大橋南風(愛知県) 尾川明穂(東京都) 小川桃香(静岡県) 沖山恵萃(東京都) 小澤雲峰(神奈川県)
小野彩翠(東京都) 小野梨葉(奈良県) 海北穂舟(埼玉県) 垣花東洲(沖縄県) 樫原歡泉(徳島県)
柏原桂雪(東京都) 柏原瑤泉(茨城県) 片岡慧流(静岡県) 加藤香雪(愛知県) 加藤里楓(静岡県)
釜谷溪華(兵庫県) 川﨑大幹(和歌山県) 菊池龍節(東京都) 北川青藍(福井県) 北村雅倢(大阪府)
久藤千里(大阪府) 倉持奎吾(埼玉県) 栗原早紀(埼玉県) 栗本藍笑(奈良県) 黒澤亜純(静岡県)
解良戈祥(新潟県) 小池功逸(埼玉県) 髙坂翠周(青森県) 郷原如雪(埼玉県) 小澤香楓(茨城県)
小島豊饒(神奈川県) 児玉葉雪(新潟県) 小橋川紫扇(沖縄県) 小林純子(山口県) 小林宗朝(東京都)
小峰秀月(東京都) 小山虹楓(静岡県) 近藤子遊(福岡県) 今野正弘(埼玉県) 斉藤暉麗(千葉県)
佐伯麗洲(兵庫県) 坂口華雪(兵庫県) 佐々木空山(千葉県) 佐藤玉萩(埼玉県) 佐藤千香(岩手県)
座覇鷙扇(沖縄県) 塩入有子(長野県) 清水逸子(栃木県) 清水紫露(千葉県) 白井凌軒(大阪府)
白樫春曄(大阪府) 城間寿泉(沖縄県) 末永瑞鳳(宮城県) 鈴木青靄(千葉県) 鈴木静泉(茨城県)
砂川佳苗(埼玉県) 関口那穂(神奈川県) 染谷松柳(千葉県) 田内佑季(長野県) 尚溪霞(鹿児島県)
竹内抱雲(岡山県) 武田岳(東京都) 田代青穂(愛知県) 田中一生(兵庫県) 田中清巖(福島県)
田原翠草(鹿児島県) 田村元帥(徳島県) 塚嵜久芳(福岡県) 津田祥蘭(埼玉県) 鶴家典子(埼玉県)
戸井田瑞華(長野県) 富田桃香(静岡県) 富田桃白(福井県) 内藤紫風(福島県) 中井櫻咲(香川県)
中井恵春(奈良県) 長尾和香(千葉県) 長田黄蘭(兵庫県) 長宗康華(滋賀県) 新口華風(奈良県)
西尾幽泉(石川県) 錦織明花(東京都) 西田蘇泉(東京都) 西村寶翠(京都府) 西谷昇仙(青森県)
二宮侑山(福岡県) 野呂芳順(三重県) 波多野香葉(愛知県) 服部溪舟(大阪府) 早崎桃春(神奈川県)
林竹聲(栃木県) 原田虹圓(富山県) 平田彩雲(広島県) 平野伯峰(福岡県) 平原佑季子(広島県)
廣津甲仙(兵庫県) 藤井世樹(山形県) 藤田洸泉(広島県) 藤田神風(兵庫県) 細川建翠(東京都)
保谷聡美(千葉県) 堀菁坡(三重県) 前澤蒼彩(兵庫県) 前田桃琴(和歌山県) 蒔田順一(千葉県)
真篠子香(埼玉県) 増田澄靖(千葉県) 舛田白露(東京都) 松元竹華(埼玉県) 丸山碧水(鳥取県)
美希昌風(愛知県) 水谷瓊草(大阪府) 水口華照(福岡県) 村上祥鶴(石川県) 村木芳苑(茨城県)
森本夏渓(岐阜県) 森山南斗(東京都) 矢野寿仙(兵庫県) 山岸璃香(兵庫県) 山下祥石(愛知県)
山田映泉(東京都) 山田柊光(和歌山県) 山田青楊(福井県) 山田麻衣(千葉県) 山中清藍(滋賀県)
山仲草遥(広島県) 山之内麗華(岡山県) 山本緑楓(広島県) 横山華峰(青森県) 横山暁雲(鹿児島県)
吉田美玖(東京都) 渡部元(東京都)

〔かな〕
相田和園(新潟県) 浅野峰生(埼玉県) 足立春翠(兵庫県) 阿部泰秀(京都府) 粟野由子(滋賀県)
安間千明(静岡県) 池田理恵子(和歌山県) 石塚敦司(京都府) 石橋夏子(佐賀県) 伊藤景山(青森県)
井家恵子(茨城県) 岩本藍(兵庫県) 上野千昭(山形県) 上野久子(新潟県) 牛尾常代(香川県)
梅鉢多美子(埼玉県) 榎本由美子(東京都) 大家一三(兵庫県) 岡崎澄園(大阪府) 岡田恵美(千葉県)
沖崎愛流(埼玉県) 沖西冨士子(福岡県) 奥田珠石(兵庫県) 尾﨑愛(熊本県) 鬼倉暢花(千葉県)
織田誓子(山口県) 甲斐千佐子(熊本県) 河西淳子(茨城県) 加藤清敬(静岡県) 加藤満寿江(三重県)
加藤美和(神奈川県) 金田美安子(宮城県) 金田律子(大分県) 亀山祥月(岡山県) 川端仁子(千葉県)
菊池洋子(東京都) 岸雅舟(広島県) 北山翆心(香川県) 草間緑(東京都) 國益悦子(東京都)
倉沢好子(長野県) 榑松白瑛(静岡県) 黒岩由美子(兵庫県) 小島満子(大阪府) 小西佳世(神奈川県)
小林登美子(神奈川県) 小林久恵(愛知県) 小林麗鳳(東京都) 小松玲子(高知県) 小八木紅瑛(兵庫県)
坂井静代(東京都) 佐々木千佳子(広島県) 佐々木東亜子(島根県) 佐藤美芳(東京都) 三田栄(広島県)
柴田道子(神奈川県) 白政純子(神奈川県) 末永薫(東京都) 杉本香鵬(石川県) 鈴木令華(埼玉県)
髙橋淳子(神奈川県) 髙橋美江(埼玉県) 髙橋佳子(和歌山県) 髙見みさ子(兵庫県) 滝竹渓(石川県)
竹中逸晴(埼玉県) 武久柳峰(岡山県) 津野田晃大(兵庫県) 寺村翠仙(東京都) 土井一剛(北海道)
問芝弘美(福岡県) 砥板とき子(福岡県) 堂脇由美(兵庫県) 富樫忍(神奈川県) 時岡紀久江(京都府)
富岡真華(神奈川県) 冨澤満江(埼玉県) 永井瑤南(神奈川県) 中川春香(茨城県) 仲里桃舟(沖縄県)
中嶋京子(東京都) 中嶋吟雪(青森県) 成田尚子(愛知県) 南里由美子(神奈川県) 西村芳香(広島県)
西本結景(千葉県) 蓮井喜美子(兵庫県) 花井竹聲(岐阜県) 原口栄香(徳島県) 春名悠泉(兵庫県)
平田小央里(茨城県) 藤井和子(神奈川県) 藤田華苑(奈良県) 藤田真由(青森県) 藤原みゆき(岡山県)
文屋雅子(岡山県) 星野露草(愛知県) 増田早希子(奈良県) 松木さよ子(長野県) 丸山雅子(新潟県)
三須紀子(広島県) 水出楓泉(埼玉県) 望月茜祥(山梨県) 森芳子(埼玉県) 森下理賀(和歌山県)
矢引留美子(新潟県) 薮内京子(石川県) 山縣千津子(長崎県) 山﨑伸悟(佐賀県) 山脇絢光(兵庫県)
横井加織(兵庫県) 吉村康子(京都府) 米倉久美子(愛知県) 米田佳代(大阪府) 鷲田華園(福島県)
和田谷和子(奈良県)



〔篆刻〕
上前総子(愛知県) 大野勝山(東京都) 瀬原加奈子(大阪府) 田畑大舟(茨城県) 戸出九廬(兵庫県)
中田英史(茨城県) 滑田燿齋(埼玉県) 西山鐵廬(福岡県) 畑間青露(兵庫県) 福田進(静岡県)
安井芳泉(奈良県)

〔調和体〕
阿相美鶴(埼玉県) 天野翠峰(静岡県) 天本幸江(千葉県) 飯田紫菖(千葉県) 石津墨扇(福岡県)
稲尾青渓(香川県) 岩田徳子(鹿児島県) 上田絹代(愛媛県) 遠藤芙蓉(宮城県) 太田翠泉(新潟県)
大西梓江(長野県) 岡山空翠(三重県) 小澤路代(東京都) 上浦登美子(北海道) 河部花影(広島県)
久保田梅鳳(沖縄県) 結家皷舟(岡山県) 小林三倩(新潟県) 近藤峻岳(岐阜県) 佐藤典子(愛知県)
柴田真里(奈良県) 須賀紅舟(埼玉県) 杉本蕣華(静岡県) 鈴木美香(大阪府) 薗田紫菀(福岡県)
髙桑翠棠(京都府) 田邉斗華(埼玉県) 千田洋子(東京都) 塚本玲子(埼玉県) 辻角径子(埼玉県)
坪井香貴(茨城県) 長野朋子(大阪府) 中村華悠(長野県) 新田秀麗(東京都) 橋本桂雪(千葉県)
廣畑純子(広島県) 松岡雙鶴(熊本県) 水早清香(福岡県) 宮田待草(茨城県) 宮本光子(北海道)
美和博子(愛知県) 村田章子(神奈川県) 毛利暁草(愛知県) 桃木美風(埼玉県) 森本惺大(大阪府)
守屋桃粋(静岡県) 吉井ちあき(北海道) 吉本祥華(岡山県)


