
番号 受賞 姓 号

1 文部科学大臣賞 小原 宝葉

2 最高芸術賞 清水 瀞楓

3 最高芸術賞 藤間 子穂

4 中国大使賞 熊谷 初音

5 全日本書道連盟賞 和田 馨茜

6 毎日新聞社大賞 石田 修朝

7 毎日新聞社大賞 辻本 花泉

8 毎日新聞社大賞 豊國 麗谷

9 毎日新聞社大賞 成田 右豊

10 毎日新聞社大賞 松谷 裕葉

11 特別審査委員　名児耶明賞 内山 寿伸

12 特別審査委員　名児耶明賞 横田 彩華

13 大賞 藤田 昊良

14 大賞 小峰 昇宝

15 金羊賞 内藤 晴雪

16 名誉会長賞 中西 之桐

17 名誉会長賞 松澤 翠聖

18 理事長賞 小野塚 典洞

19 理事長賞 紙谷 緑山



番号 受賞 姓 号

20 理事長賞 紺野 清流

21 理事長賞 酒井 紫宝

22 理事長賞 蘇 莉杏

23 神奈川県知事賞 平田 盈泉

24 毎日新聞社賞 是永 紅朱

25 毎日新聞社賞 松木 華扇

26 神奈川新聞社賞 大竹 栖飛

27 青年書芸大賞 竹本 蒼俊

28 準大賞 梅澤 栖香

29 準大賞 大竹 香翠

30 準大賞 川俣 翠蘭

31 準大賞 近藤 窓流

32 準大賞 田二見 栖李

33 準大賞 田中 静花

34 準大賞 田村 青山

35 準大賞 永田 翠涛

36 準大賞 中村 香楓

37 準大賞 西村 東谷

38 準大賞 早坂 右果



番号 受賞 姓 号

39 準大賞 松本 紅瑞

40 準大賞 森 栄泉

41 準大賞 森 栖晶

42 準大賞 戸田 枝葉

43 準大賞 中村 香雪

44 準大賞 波琳 修佳

45 青年書芸賞 東 珠々菜

46 青年書芸賞 齋藤 栖恭

47 青年書芸賞 作山 明圭理

48 青年書芸賞 櫻井 うらら

49 青年書芸賞 立山 静杏

50 青年書芸賞 多比良 春凰

51 青年書芸賞 星屋 梨沙

52 青年書芸賞 松木 なつ子

53 準特別賞 菊池 翠隆

54 準特別賞 熊谷 紅風

55 準特別賞 鈴木 芙果

56 準特別賞 鈴木 蘆虹

57 準特別賞 増田 薫風



番号 受賞 姓 号

58 準特別賞 松下 修敬

59 院賞 石森 栖海

60 院賞 井関 寛花

61 院賞 菊地 華柚

62 院賞 小島 靖伸

63 院賞 髙橋 彤虹

64 院賞 爲廣 華陽

65 院賞 波琳 修風

66 院賞 外尾 栖雪

67 推薦 有賀 汐音

68 推薦 鬼塚 栖翠

69 推薦 金子 麗泉

70 推薦 櫻井 静珀

71 推薦 佐藤 真葉

72 推薦 瀬田 静嶺

73 推薦 平山 恵雪

74 推薦 柳沼 真緒

75 推薦 吉田 紅翠

76 推薦 小泉 靖子



番号 受賞 姓 号

77 推薦 常見 花音

78 特選 浅沼 莉緒

79 特選 飯塚 青洋

80 特選 伊東 歩宝

81 特選 岩井 弘美

82 特選 移川 遥

83 特選 楳原 翔鳳

84 特選 大川 リラ桜

85 特選 尾形 美芳

86 特選 木屋 静泉

87 特選 髙師 結輝

88 特選 永田 史子

89 特選 宮澤 渓水

90 特選 渡邉 栖舞

91 特選 渡辺 則子

92 特選 青木 葉明

93 秀作 井上 全寛

94 秀作 小林 穂葉

95 秀作 笹川 瑚青



番号 受賞 姓 号

96 秀作 西田 弥生

97 秀作 橋本 佳音

98 秀作 内田 多茜

99 秀作 大崎 千茜

100 秀作 小淵 静水

101 秀作 中西 昌芳

102 秀作 中村 静心

103 秀作 野木 道子

104 秀作 早坂 郁子

105 秀作 細田 つね子

106 秀作 須藤 修知

107 秀作 石井 祥明

108 奨励賞 石川 陽菜

109 奨励賞 井上 栖珀

110 奨励賞 大山 白葉

111 奨励賞 岡川 周矢

112 奨励賞 鬼塚 栖明

113 奨励賞 齋藤 紗葉

114 奨励賞 酒井 健守



番号 受賞 姓 号

115 奨励賞 露木 香曄

116 奨励賞 燈村 香紫

117 奨励賞 畠山 粋

118 奨励賞 樋口 夏海

119 奨励賞 吉村 彩花

120 奨励賞 青木 葉明

121 奨励賞 足立 蘭有

122 奨励賞 稲葉 憲朋

123 奨励賞 井上 全信

124 奨励賞 梶原 幸栄

125 奨励賞 黒川 美枝

126 奨励賞 榊 房夫

127 奨励賞 嶋田 恵子

128 奨励賞 瀬田 桐子

129 奨励賞 戸澤 翠羽

130 奨励賞 中嶌 園子

131 奨励賞 吉田 久枝

132 奨励賞 渡邉 寿恵


