
都道府県 氏　名 学　年 学校名・塾名

北海道 島津　悠璃 5年 市橋書道教室

岩手県 海道　美佑 1年 奎葉習字教室

宮城県 岸里　芽衣 4年 教育書道研究会

秋田県 佐々木　歩花 5年 白峰書院

群馬県 染谷　絢音 6年 書塾淡沙会

群馬県 前田　紗有 6年 一簣会

群馬県 上原　千咲葵 6年 星蓮書道会

群馬県 安藤　瑠海 6年 バージョンアップスクール

埼玉県 萩原　爽 4年 一二三書道院

埼玉県 山岸　雪音 4年 彦郷小学校

埼玉県 渋谷　百花 3年 清香会

埼玉県 市嶋　心春 5年 清香会

埼玉県 石井　あおい 6年 馬橋書道教室

埼玉県 鈴木　凜恋 6年 馬橋書道教室

埼玉県 田島　恵 5年 眞墨書道会

埼玉県 桂田　莉央 6年 永明塾

埼玉県 浅川　稟子 6年 桜書道教室

埼玉県 蛯原　美桜 4年 彩の森書道教室

埼玉県 加治屋　志保 6年 あゆみ習字教室

埼玉県 松本　百果 2年 さくら書道

埼玉県 大木　優太 3年 さくら書道

千葉県 笠井　響 5年 島毛筆書道

千葉県 稲熊　美早紀 6年 花成会

千葉県 本田　志穂 5年 日本習字北条教室

千葉県 中村　眞奈 5年 渚友会

東京都 谷田川　愛美 6年 書法学院

東京都 川浪　怜奈 1年 東京都市大学付属小学校

東京都 常永　大誠 2年 東京都市大学付属小学校

東京都 榎本　伊万里 1年 彩光会

東京都 吉岡　茉央 2年 彩光会

東京都 横戸　沙記 5年 彩光会

東京都 狩野　利歩 5年 中里書道教室

東京都 河口　歩陽 3年 河辺小学校

東京都 松永　莉奈 1年 ことがわら学園

東京都 稲葉　菜々子 6年 稲葉書道教室

東京都 髙田　紗英 2年 春燕書道会

東京都 中野　真奈帆 2年 羽村書道教室

神奈川県 笹　かすみ 6年 習字研究社松尾支部

神奈川県 友田　妃世里 6年 八幡山書道教室

新潟県 川本　美桜 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 小玉　貴斗 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 綿貫　百花 6年 陽幸・彩明書道教室
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富山県 佐藤　千結 5年 美秀書道教室

石川県 半田　莉子 6年 高尾台習字教室

福井県 田中　ゆあ 5年 小谷節子書道教室

福井県 八十島　怜奈 5年 小谷節子書道教室

福井県 山下　惺也 6年 藤川書道教室

静岡県 藤岡　かや 6年 友会

愛知県 椎葉　颯太 5年 磯谷書道教室

愛知県 久田　芽生 2年 有椿書会

愛知県 佐野　てぃな 4年 有椿書会

愛知県 山﨑　愛理 4年 日本習字松波書道教室

愛知県 中根　にこ 6年 水嶋書道塾

愛知県 伊藤　颯汰 3年 中山小学校

愛知県 村瀬　朱音 4年 野見小学校

愛知県 深津　和花 4年 水上書道塾

三重県 辰　穂南 5年 美丘書院

三重県 入山　緋稟 6年 佐藤書道塾

三重県 佐藤　陽斗 4年 あかつき書道教室

三重県 塩原　怜 6年 紫光書院

京都府 平井　莉世 3年 浅野書道教室

京都府 川角　星愛 2年 中筋小学校

大阪府 田中　りさら 5年 古川一龍書道教室

大阪府 瀬尾　虹帆 6年 麗鳳書院

大阪府 中井　優妃 6年 清澄塾

兵庫県 大野　結音 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 敷谷　茜音 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 山本　彩花 4年 書ノ教室紫晃

兵庫県 吉田　朱里 4年 輝龍書道会

兵庫県 竹野　胡春 6年 輝龍書道会

奈良県 松原　由奈 6年 藤井書道塾

奈良県 後関　こころ 6年 豊田書道教室

奈良県 川端　未羽 4年 川端書道教室

和歌山県 森　優月 3年 かわぐち教室

和歌山県 津村　羽琉 3年 上田書道教室

岡山県 大室　結愛 3年 清心書院

山口県 岩瀬　はな乃 2年 春園書塾

高知県 西岡　奈々花 6年 森田書道教室

福岡県 髙田　祐衣 6年 文綵会

佐賀県 吉川　愛徠 2年 照峯書道教室

佐賀県 中島　奈南 6年 藤瀬書道教室

熊本県 林　美紀 6年 泗水呉竹会

鹿児島県 今福　陽鞠 6年 岩元習字教室

沖縄県 大城　純鈴 5年 梅花書道塾

沖縄県 友利　美玲 3年 蒼海書道会煌月書道塾

沖縄県 安里　穂歩 5年 蒼海書道会煌月書道塾


