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第 59回 全国学生書道展 団体賞一覧 
 

大琳書道会 （大 分） 荒金 大琳 

豊苑書道会 （神奈川） 大矢 豊苑 

墨點社 書の教室 （埼 玉） 鈴木 不倒 

隆玄書道会 （千 葉） 高野 清玄 

稔書道会 （千 葉） 森 桂山 

玄睦書道会 （大 分） 伊吹 悦子 

日本書道研究会 （北海道） 渡辺 美明 

洪原書道会 （埼 玉） 永守 蒼穹 

書玄会 （愛 知） 加藤 裕 

玉燕書道会 （東 京） 金子 大蔵 

咲記書の教室 （北海道） 高田 咲記子 

札幌龍谷学園高等学校 （北海道） 宮脇 玄徳 

北海道稚内高等学校 （北海道） 伊藤 聴光 

友書道会 （東 京） 近藤 北濤 

萬風會 （岐 阜） 長野 竹軒 

清晨会 （愛 知） 吉田 清城 

東京成徳大学中学高等学校 （東 京） 赤冨士 北祭 

書塾おもいやり繪 （東 京） 下司 佰皋 

西春社 （大 分） 西村 桃霞 

白寿書道会 （愛 知） 川口 碧水 

北海道旭川南高等学校 （北海道） 斎藤 大麓 

八王子学園八王子中学高等学校 （東 京） 鈴木 青麗 

柳穂書道会 （東 京） 和田 柳穂 

北海道富良野高等学校 （北海道） 宮岡 蝶溪 

墨艶書道会 （埼 玉） 横瀬 奈美 

書道研究 立玄社 （愛 知） 川口 雄峰 

子鳳書道教室 （岐 阜） 鈴木 史鳳 

玄友会 （富 山） 幅 静蘭 

玄賞社 （千 葉） 福田 鷲峰 

真浄寺書道会 （長 野） 永井 真寿 

北海道旭川西高等学校 （北海道） 大和 鳥啼 

日本文化書道院玲書館 （東 京） 山本 玲葵 

博光会 希凛会 （東 京） 今 和希子 

抱山社 泉石岡教室 （富 山） 石岡 霞汀 

玄聳会 （神奈川） 室井 玄聳 

旭川龍谷高等学校 （北海道） 酒井 玄象 

博光会 種家教室 （神奈川） 種家 杉晃 

千葉県立我孫子高等学校 （千 葉） 金高 文々 

中原書道会 （栃 木） 中原 睦美 

博光会 桃林会 （東 京） 西村 桃林 

一精書道会 （埼 玉） 熊谷 咸集 

横山書道塾 （神奈川） 横山 美水 

北海道旭川商業高等学校 （北海道） 今野 冲岳 

煌星会 （千 葉） 福岡 香花 
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玄気会 （愛 知） 川合 玄鳳 

春玲会 （埼 玉） 谷川 春玲 

書道研究 墨游会 （埼 玉） 勝沼 玄象 

桂林書道会 （栃 木） 野中 林雨 

竜晃書道会 （静 岡） 鷹野 葩晃 

牧書会 （愛 知） 長谷川 鸞卿 

大東書道学院 （千 葉） 横澤 白嶺 

玄徳書会 （東 京） 加藤 有鄰 

華門会 （愛 知） 武内 峰敏 

博光会 花海書塾 （京 都） 八木 花海 

創琢書道会 （山 形） 齋藤 湖舟 

清渓社 黒田書道教室 （富 山） 黒田 昌吾 

青鳥会 （東 京） 森岡 静江 

書韻社 （千 葉） 腰原 佳恵 

松前町書道教育推進会議 （北海道） 岩井 栄一 

群 社 （静 岡） 加藤 瑞祥 

國學院大學栃木中学高等学校 （栃 木） 氏家 真鴻 

浪速書道会 （大 阪） 三宅 玉香 

養真書道会 （福 岡） 吉田 成美 

北海道旭川永嶺高等学校 （北海道） 杉村 帰心 

書学舎 Ricco （岐 阜） 高橋 千尋 

翠鳳社 （愛 知） 瀧川 山翠 

陽光会 石原書道教室 （北海道） 石原 伸弥 

北海道苫小牧東高等学校 （北海道） 橋本 聳山 

博光書道会 臥牛社 （北海道） 池田 憲亮 

富山県立桜井高等学校 （富 山） 山本 晃士 

市立札幌平岸高等学校 （北海道） 太田 幽琳 

博光会 井上蓉花教室 （東 京） 井上 蓉花 

一美書道会 （神奈川） 小川 對山 

鯨井書道教室 （東 京） 鯨井 香織 

小さなちいさなまなびや （埼 玉） 田村 祥子 

 


