
【実行委員】 【無鑑査】 【一般】

氏　　名 資格等 氏　　名 資格等 氏　　名 賞　　名 氏　　名 賞　　名 氏名 賞　　名

西川　桂邨 審査委員 中村　淳風 饗庭　啓良 無鑑査奨励賞 饗庭　惠美子 荻原　璃空

秋永　桂新 中村　万華 石田　知香 饗庭　清美 佳作 奥田　陽奈 佳作

足立　泰雄 仁賀　英子 小川　敬子 饗庭　貞子 佳作 奥村　和蕙

石田　賀子 西川　南陽 落川　富美子 浅田　幸子 小倉　一華

一井　亨泉 審査委員 西澤　蒼石 桂田　秋邨 浅野　爽月 心のふるさと賞 越智　弘子

井戸　菊江 野村　和峯 川口　栄子 足立　紫月 笠井　純子 京都新聞賞

伊藤　錦泉 橋本　福江 川島　花音 我孫子　弘湖 昇天堂賞 片桐　邑香 滋賀県知事賞

上田　慎也 八田　游華 審査委員 岸野　清風 荒川　美智子 勝見　華泉

小川　弘美 馬場　恵美 北川　扶美子 荒堀　順子 佳作 金子　美汀

奥田　喜代 藤澤　峰玉 佐々木　義之 猪飼　良子 兼政　瑠衣

狩野　之彦 保木　豊太郎 里見　厚三 五十嵐　優子 亀塚　美穂

川﨑　千佳子 保木　美知 審査委員 澤田　友子 池田　豊子 川越　俊治

河原　淳子 松本　雪華 清水　煌風 一井　加代栄 川妻　啓子

河原田　由湖 村上　萩波 清水　心華 無鑑査奨励賞 伊藤　雅泉 河原　菜穂子

岸本　響心 山嵜　晴美 白井　洋子 井上　翔真 河原田　恵子

北川　幾美 山田　華生 志連　晴子 今村　陽奈乃 特選 河原田　由記

駒井　高樹 山中　静子 鈴木　香心 岩壁　悟 川原林　凜華 佳作

澤井　双竹 万木　尋己 角田　朋子 巖西　春香 佳作 岸田　真喜子 佳作

白井　正通 善積　諭子 田中　久華 岩本　浩 特選 北坂　勝弘

杉橋　多恵子 渡　桂𠮷 中川　恭子 無鑑査奨励賞 上田　留陽 北坂　直子

鈴木　天雷 中谷　修 臼井　寿子 佳作 北野　喜代美

多賀　春陽 中谷　志泉 卯田　和美 城戸　陽夏

髙澤　芳枝 長宗　康華 ウッドハム　ジェイムズ 久保　紫湖

髙島　和子 西川　芦雪 梅田　花秀 久保　貞邦

武友　節子 氏　　名 橋本　翠雲 無鑑査奨励賞 遠藤　美穂子 佳作 窪田　秋華 髙島市長賞

武原　幽節 霧窗　九九 福田　水秀 大石　涼楓 朝日新聞社賞 熊本　翔太

谷　みそぎ 奥田　雄山 藤原　昌美 大構　佐代 呉屋　由紀子

辻　洋虹 古市　真隆 太田垣　絹代 桑原　佳子

中井　宣揚 古谷　明子 大森　美希 小嶋　ひまり

中川　和栁 松﨑　恭子 大山　裕美子 小中　裕生

中司　露風 山岡　富久子 岡田　由紀 小林　陽子

中田　光風 岡本　新次 読売新聞社賞 小宮　千風

中村　燕舟 沖田　帆乃加 佳作 小山　貞水

【招待作家】

第44回　湖西書き初め展出陳目録
　会期：2023年1月28日(土)～2月5日(日)
　会場：高島市藤樹の里文化芸術会館

主催：湖西書き初め展実行委員会

ＮＰＯ法人心のふるさと書道会

共催：高島市教育委員会

滋賀県、滋賀県教育委員会、高島市、朝日新聞大津総局、京都新聞、

産経新聞社、毎日新聞大津支局、読売新聞大津支局、攀桂堂、昇天堂
後援：



【一般】
氏　　名 賞　　名 氏名 賞　　名 氏　　名 賞　　名 氏　　名 賞　　名

齊藤　翠真 武田　幸江 林　華楓 佳作 松宮　公子 【出品総数】 298点

阪井　健 竹村　弘蕙 林　真美 松宮　孝明

坂口　莉奈 武本　桃華 日置　智子 松本　恒子 佳作 実行委員 53

櫻井　麻央 田中　清子 平井　優将 三上　良奈 佳作 無鑑査 31

笹野　和久 田中　久美子 佳作 平中　奈々美 三島　愛依 一般 212

佐藤　雅峰 田中　千雄 平松　千佳 水口　千景 佳作 招待等 2

澤井　富蕙 谷口　美咲 平山　加奈子 三矢　千代美 佳作

澤田　志津子 谷田　良子 福島　花野 宮川　靖子 滋賀県教育長賞 （地域別内訳）

澤田　静子 谷本　郁子 福田　純子 三宅　かおり 高島市 155

澤田　裕人 玉井　愛実 藤田　多恵子 宮本　晴妃 県内 123

塩見　久恵 玉野　文子 藤村　七海 宮本　由美子 県外 20

清水　郷子 佳作 都賀　慶子 藤原　みな美 迎　綾乃

清水　美代 辻井　敏江 藤原　弘美 向　理子

清水　莉子 佳作 寺田　春之 古田　琴榮 村岡　翠香

清水　梨紗 永井　心菜 古谷　鮎美 村上　真希

下本　弥来 佳作 永井　遥 古谷　充江 連　夛珠

白井　和子 佳作 中川　和美 佳作 古橋　耕一 連　秀穂

新屋敷　和人 中川　幾久子 保木　厚子 村田　朋心

菅沼　栄葭 中川　徳子 北條　里実 佳作 守　公子

杉原　喜久美 中川　秀子 堀井　啓子 栁森　春子 佳作

杉本　響 中嶋　湖響 佳作 本庄　美慧 特選 矢原　愛梨 佳作

関　美代子 佳作 永田　貞子 本庄　由季 山川　清子 佳作

世古　敬子 中村　瑶皓 雲平賞 前川　紗妃音 山下　実夢菜

銭谷　瑞春 苗村　錬 前田　綾子 山邊　優寿希

草加　香橙 西尾　恵子 前田　歩奈 山本　雅舟 佳作

園　滋 西尾　梨沙子 佳作 前田　貴風 山本　十三枝

曽羽　菜々子 西川　陽香 前田　和音 佳作 山本　登代

髙木　尚月 佳作 西村　久美子 佳作 前原　唯花 山本　流綺

高島　佐知 佳作 野口　好子 増本　令子 佳作 山脇　由美子

髙辻　雅美 能登　優介 松井　桜華 佳作 余　佳汀 特選

髙橋　敬子 長谷川　綾子 松井　重代 特選 横江　久花

髙橋　この美 長谷川　研人 松井　萌翠 特選 𠮷田　信子

髙橋　隆逕 畑　恵華 松宇　勇哉 若松　淡雪 佳作

瀧川　美華 八田　彩夏 松浦　優人 和田　瑞穂

瀧野　隆春 佳作 八田　望生 松川　敬子 渡邊　紀子

竹越　湖春 服部　誠也 松田　杏虹

竹澤　博暢 産経新聞社賞 早阪　和子 佳作 松野　利子 毎日新聞社賞

主な県外出品者地域

石川県 大阪府 岡山県

京都府 兵庫県 福井県


