
都道府県 氏　　名 学年 学校名・塾名

北海道 ポタサニャー　花 5年 墨の教室

北海道 佐々木　涼 6年 墨の教室

北海道 加藤　璃緒 4年 在田書道教室

北海道 金谷　永愛 5年 日本習字星野支部

北海道 清水　陸叶 6年 とかち帯広ＹМＣＡ

北海道 工藤　美優 5年 礼文書道会

青森県 相馬　鈴花 5年 キッズクラブこなかの

青森県 後藤　さくら 3年 上久保小学校

青森県 井上　龍 5年 上久保小学校

青森県 駒澤　那南 5年 上久保小学校

青森県 畑山　友香 5年 上久保小学校

青森県 岩間　大幸 6年 上久保小学校

青森県 中村　勇輝 6年 上久保小学校

青森県 村上　煌虎 1年 岩木書道の会

青森県 村上　愛瑠 3年 岩木書道の会

青森県 髙谷　羽奏 4年 岩木書道の会

青森県 三上　昌大 4年 岩木書道の会

青森県 三上　真弥 6年 岩木書道の会

青森県 大石　ちえり 6年

青森県 外﨑　みお 3年 美鳳書道教室

青森県 佐々木　美祐 6年 美鳳書道教室

青森県 甲田　太陽 3年 東北小学校

青森県 中村　智鶴 5年 泊小学校

青森県 井上　花歩 4年 ラグノオなかじま書道部

青森県 柴田　萌衣 5年 ラグノオなかじま書道部

岩手県 虵岩　佑実 4年 城北書道教室

岩手県 鈴木　絆夏 5年 城北書道教室

岩手県 堂前　詩乃 5年 城北書道教室

岩手県 湯澤　梨名 5年 城北書道教室

岩手県 瀬川　ちひろ 6年 城北書道教室

岩手県 及川　颯月 5年 綾華教室

岩手県 久保田　美慶 6年 浄法寺小学校

岩手県 北城　莉央 5年 庭瀬教室

宮城県 黒須　友菜 5年 しらかし台書道教室

宮城県 浅井　美鈴 6年

宮城県 八重嶋　さや 3年 教育書道研究会

宮城県 千葉　大雅 4年 教育書道研究会

宮城県 杉浦　泰地 5年 湊小学校

宮城県 吉田　羽那 3年 宮城晁仙書道会

宮城県 千葉　愛美璃 5年 宮城晁仙書道会

宮城県 髙橋　航 6年 宮城晁仙書道会

宮城県 星名　柊 6年 宮城晁仙書道会

宮城県 菊地　優良 4年 永書道教室

秋田県 小松　恵依 5年 和佳書院

秋田県 鎌田　結衣 3年 浅野書院

秋田県 伊藤　美結 5年 浅野書院

秋田県 大隅　稟子 6年 浅野書院

秋田県 舘岡　葵 4年 白峰書院

秋田県 宮原　ことか 4年 白峰書院

秋田県 佐々木　歩花 5年 白峰書院

秋田県 湊　玲人 6年 白峰書院

秋田県 鐙　悠奈 6年 たておか書院
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秋田県 佐藤　彩音 6年 合川小学校

秋田県 庄司　暖 6年 合川小学校

山形県 小山田　美玖 4年 生協習字練習会

山形県 佐藤　愛理 6年 生協習字練習会

山形県 伊藤　愛太 5年 奎城書道教室

山形県 廣野　一花 5年 萩野学園

福島県 薄井　唯 2年 表郷小学校

福島県 薄井　悠 5年 表郷小学校

福島県 斎藤　俊輔 5年 東和小学校

福島県 五十嵐　莉心 5年 みとみ学園

福島県 若杉　梨央奈 5年 みとみ学園

福島県 渡部　小夏 5年 みとみ学園

福島県 菅井　惇平 6年 みとみ学園

福島県 森島　陸 6年 みとみ学園

茨城県 千葉　遥希 6年 白靜書院

茨城県 大里　綾音 4年 古谷書写書道塾

茨城県 中山　麗奈 6年 古谷書写書道塾

茨城県 猪瀬　日和 5年 江連書道教室

茨城県 金子　莉菜 6年 江連書道教室

茨城県 相馬　隆希 5年 洸峰書道会

茨城県 関谷　優亜 5年 田山書道教室

茨城県 北田　歩 6年 友愛学院

茨城県 廣田　隼 6年 友愛学院

茨城県 佐藤　芙柚 5年 黄華書道教室

茨城県 畑中　瑛翔 6年 黄華書道教室

栃木県 根本　凛々 4年 鹿沼書道会

栃木県 小倉　琴乃 5年 正風館

栃木県 湧井　千愛 3年 研映社

栃木県 秋草　遥香 6年 研映社

栃木県 桑子　凛音 6年 研映社

栃木県 堀越　可鈴 6年 研映社

栃木県 柳　穂香 6年

群馬県 池田　明生 5年 みずほ書道教室

群馬県 柏俣　仁美 6年 みずほ書道教室

群馬県 柳原　快地 6年 みずほ書道教室

群馬県 高篠　菜々子 6年 ひまわり教室

群馬県 井上　彩花 5年 滝窪小学校

群馬県 大賀　さつき 4年 星蓮書道会

群馬県 大賀　すみれ 6年 星蓮書道会

群馬県 大向　加乃 6年 海野書道教室

群馬県 小島　かれん 6年 海野書道教室

埼玉県 大島　あかり 4年 恵書道会

埼玉県 宮﨑　久遠 5年 恵書道会

埼玉県 加瀬　菫 2年 雲雀書道教室

埼玉県 太田　杏奈 6年 松尾書道教室

埼玉県 竹内　さら 6年 松尾書道教室

埼玉県 周　辰汐 2年 一二三書道院

埼玉県 萩原　爽 4年 一二三書道院

埼玉県 越路　紗羽 4年 涛華書道教室

埼玉県 井上　結音 5年 涛華書道教室

埼玉県 秋江　咲希 4年 晨翔書道会

埼玉県 尾中　美来 4年 晨翔書道会

埼玉県 鏡原　麻央 4年 晨翔書道会

埼玉県 萩原　弥央 4年 晨翔書道会

埼玉県 坂庭　千歳 5年 晨翔書道会



埼玉県 萩原　悠衣 6年 晨翔書道会

埼玉県 小池　葉月 3年 雨春書院

埼玉県 嶋田　実空 4年 雨春書院

埼玉県 難波　悠子 5年 雨春書院

埼玉県 荒井　千紘 6年 雨春書院

埼玉県 鯨井　梅 6年 雨春書院

埼玉県 久保田　悠加 6年 雨春書院

埼玉県 倉持　桃佳 6年 雨春書院

埼玉県 髙田　千央 5年 清香会

埼玉県 深野　莉子 6年 赤石書道教室

埼玉県 山口　千尋 6年 赤石書道教室

埼玉県 佐藤　平盛 5年 占部書道教室

埼玉県 原　明日香 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 古川　愛理 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 村田　咲花 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 江藤　碧大 4年 彩香こはる書道教室

埼玉県 神原　結愛 6年 彩香こはる書道教室

埼玉県 林　泰地 5年 日本習字高野台支部

埼玉県 黒巣　紗加 5年 岡田書道塾

埼玉県 石川　綺華 6年 岡田書道塾

埼玉県 池上　莉央 3年 きっかる書道会

埼玉県 石川　あゆみ 4年 きっかる書道会

埼玉県 金子　凜音 4年 きっかる書道会

埼玉県 渡部　晴海 4年 きっかる書道会

埼玉県 井奥　徠耀 5年 きっかる書道会

埼玉県 小池　希乃花 5年 きっかる書道会

埼玉県 吉川　結女香 5年 きっかる書道会

埼玉県 渡部　七海 5年 きっかる書道会

埼玉県 井元　来美 6年 きっかる書道会

埼玉県 鈴木　宥衣 6年 きっかる書道会

埼玉県 上野　紗佳 6年 青香書道教室

埼玉県 西本　明道 2年 紅泉書道会

埼玉県 藤川　陽依 6年 栞書友会

埼玉県 保﨑　優 6年 栞書友会

埼玉県 浅川　稟子 6年 桜書道教室

埼玉県 渡部　心音 6年 金子書道教室

埼玉県 篠﨑　芽依 4年 さくら書道

埼玉県 山本　萌果 6年 さくら書道

埼玉県 松本　紗和 5年 蘭月書道教室

埼玉県 須永　直美 6年 蘭月書道教室

埼玉県 田口　凜子 3年 宝田習字教室

埼玉県 本多　柚花 6年 萩生書道教室

埼玉県 中山　結永 5年 髙橋書道教室

埼玉県 加藤　優奈 4年 熊井書道教室

埼玉県 森　優月 6年 清華書道塾

埼玉県 曽根　愛織 3年

埼玉県 猪瀬　久利生 6年 お習字倶楽部

埼玉県 宇野　瑛斗 4年 あきつ会

千葉県 小林　姫奈 4年 日本習字み春野教室

千葉県 髙橋　莉乃 5年 日本習字み春野教室

千葉県 渕脇　彩華 5年 畑小学校

千葉県 渕脇　青龍 2年 太和書道教室

千葉県 兼森　乃々 5年 太和書道教室

千葉県 松岡　里奈 5年 永山書院

千葉県 日暮　秋華 6年 我孫子第四小学校



千葉県 吉満　優彩 4年 泉書道教室

千葉県 井上　仁人 6年 泉書道教室

千葉県 鈴木　美海 6年 古ヶ崎書道教室

千葉県 髙梨　純礼 6年 滝野書道教室

千葉県 堀込　紗愛 6年 滝野書道教室

千葉県 山崎　寧々 3年 宗令会

千葉県 植竹　琉子 6年 宗令会

千葉県 伊藤　美月 3年 麗仙書道会

千葉県 伊藤　優月 6年 麗仙書道会

千葉県 斎藤　大功 3年 北部小学校

千葉県 神　夏来 4年 北部小学校

千葉県 三木　彩乃 6年 北部小学校

千葉県 渡邉　琉生 5年 鳳雲会

千葉県 戸邉　奏太 4年 高根台第二小学校

千葉県 田中　佑希奈 5年 七光台小学校

千葉県 石塚　芽偉 6年 七光台小学校

千葉県 田口　乃愛 6年 七光台小学校

千葉県 吉野　こころ 6年 七光台小学校

千葉県 川城　沙季 1年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 今野　翔夢 1年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 鶴岡　茉歩 6年 鶴舞小学校

千葉県 森　大地 3年 公文君津中野書写教室

千葉県 小林　もこ 3年 なの花書道会

千葉県 鈴木　蘭 2年 大森どんぐり書道塾

東京都 星野　優 5年 九華会書道

東京都 樋口　彩奈 5年 隆岳書院

東京都 原　理紗 6年 隆岳書院

東京都 小泉　虹緒 5年 沼野井書道教室

東京都 土田　梨乃 3年 いこう書写教室

東京都 平間　咲良 6年 香聖書道会

東京都 那須　柚月 4年 古千谷小学校

東京都 𠮷澤　梨央 5年 古千谷小学校

東京都 有坂　りおな 6年 暁書道会

東京都 山本　のどか 5年 書に恋くらぶ

東京都 小島　菜緒 6年 船堀第二小学校

東京都 山本　美結 6年 船堀第二小学校

東京都 赤松　蕾 4年 髙岡書道教室

東京都 上面　翔愛 2年 森林書道会

東京都 山口　諒 5年 柿の木書道教室

東京都 岡村　悠吾 4年 藍泉書道教室

東京都 新谷　澪 6年 藍泉書道教室

東京都 藤井　紫央里 6年 東京都市大学付属小学校

東京都 矢尾板　泉 6年 奈良書道教室

東京都 工藤　英 5年 齊藤燦月書道教室

東京都 青山　ひかる 6年 齊藤燦月書道教室

東京都 河井　瞳弥 3年 書道すみれ会

東京都 鈴木　美穂 5年 東京書道教育会大谷口塾

東京都 坂口　子夏 6年 紫苑会

東京都 平瀬　絢音 6年 紫苑会

東京都 森田　陽央 6年 あらや書き方教室

東京都 清水　みな 5年 河野幸穂教場

東京都 浅見　莉那 6年 河野幸穂教場

東京都 柳田　あおい 6年 河野幸穂教場

東京都 佐藤　暁 6年 佳朋書道教室

東京都 木村　くるみ 6年 日の出教育書道会



東京都 横戸　沙記 5年 彩光会

東京都 鳥海　優介 6年 彩光会

東京都 渡辺　大翔 4年 公文瑞穂町長岡書写教室

東京都 嶋田　沙紀 5年 萬福春翠書道院

東京都 川崎　心晴 5年 公文小山田端書写教室

東京都 門傳　望令 4年 中里書道教室

東京都 保田盛　由那 6年 中里書道教室

東京都 井上　奈央 6年 宮林書道塾

東京都 浜中　凜乃 6年 宮林書道塾

東京都 大久保　美咲 5年 えんぴつアルファ書写書道教室

東京都 近藤　叶芽 5年 羽村書道教室

東京都 依田　日葵 5年 本町一丁目教室

神奈川県 清澤　楓 5年 たから支部

神奈川県 飯阪　真央 6年 藤英書塾

神奈川県 小野崎　茜 6年 すすき野書道教室

神奈川県 音川　健人 4年 浜一子ども会翆坡書道教室

神奈川県 下中村　心春 4年 馬場小学校

神奈川県 森相　結奈 2年 春香書道教室

神奈川県 堀川　真菜 6年 春香書道教室

神奈川県 鈴木　麻矢 4年 北見書道塾

神奈川県 伊藤　凜 6年 北見書道塾

神奈川県 入野　愛風 6年 渡辺書道教室

神奈川県 野口　詩織 4年 秋涛書道会

神奈川県 北川　凪咲 6年 純正書法連盟・游

神奈川県 山崎　奏芽 3年 本宮書芸学苑

神奈川県 中村　優喜乃 6年 朝友書院

神奈川県 横浜　天 3年 金澤書道教室

神奈川県 髙本　怜奈 6年 金澤書道教室

神奈川県 加藤　隆良 4年 八幡山書道教室

神奈川県 本多　真凰 6年 澄心会

神奈川県 金田　美空 4年 森習字教室

山梨県 桑原　愛桜 1年 桂花会

長野県 茂木　結衣 6年 杏秋書院

長野県 加藤　はつき 6年 哲塾西駒書道会

新潟県 八木　絢菜 2年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 川本　美桜 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 小林　倖來 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

福井県 竹生　ひまり 5年 小谷節子書道教室

福井県 八十島　れいな 5年 小谷節子書道教室

福井県 𠮷田　悠華 6年 小谷節子書道教室

岐阜県 鷲見　完 2年 長森南小学校

岐阜県 若山　心咲 6年 北村書塾教場

岐阜県 大岩　篤史 4年 文化書道院坂祝支部

岐阜県 兼松　和花 4年 文化書道院坂祝支部

岐阜県 森田　千尋 4年 文化書道院坂祝支部

岐阜県 渡邊　悠莉那 5年 各務小学校

岐阜県 生田　愛莉 6年 悌友会山口教室

岐阜県 坂本　はつね 6年 悌友会山口教室

岐阜県 今井　結愛 6年

静岡県 原川　紗歩 6年 小南書院

静岡県 大島　想代 6年 晴美書道教室

静岡県 佐野　伶音奈 6年 晴美書道教室

静岡県 西久保　花穂 4年 流鳳書院

静岡県 新保　さゆり 6年 流鳳書院



静岡県 寺田　理美 5年 凰扇書院

静岡県 中田　莉音 6年 恵豊書道会

静岡県 山田　苺音 6年 恵豊書道会

愛知県 平澤　空 6年 加藤書道教室

愛知県 小嶋　こはる 6年 丸山塾

愛知県 石川　新 5年 雄鳳書院

愛知県 宮脇　由果 6年 川瀬書道教室

愛知県 須田　智 5年 あじさいの会

愛知県 河合　俊輝 6年 あじさいの会

愛知県 花田　真央 6年 あじさいの会

愛知県 吉田　瀬名 6年 谷端書道教室

愛知県 鷲見　渚紗 6年 高岡総合学園

愛知県 坪見　真惟 6年 高岡総合学園

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 大岩　美悠 4年 草木小学校

愛知県 竹内　美結 5年 草木小学校

愛知県 大岩　海翔 6年 草木小学校

愛知県 百合草　優 6年 野間小学校

愛知県 鶴田　柚稀 6年 河辺書道塾

愛知県 加古　鈴音 5年 深谷書院

愛知県 下ノ村　綺咲 3年 加木屋小学校

愛知県 北村　茉悠 5年 加木屋小学校

愛知県 鶴　柚加 5年 加木屋小学校

愛知県 鬼頭　愛奈 6年 加木屋小学校

愛知県 竹岡　佑実子 6年 加木屋小学校

愛知県 土屋　凛心 5年 山田書道教室

愛知県 𠮷田　綾華 5年 桂華書道教室

愛知県 小川　莉奈 6年 桂華書道教室

愛知県 杉谷　七海 6年 水上書道塾

愛知県 林　美喜子 6年 水上書道塾

三重県 安田　柚希 6年 森書道教室

三重県 田口　友惟 6年 美丘書院

三重県 山本　真央 5年 羽津小学校

三重県 井上　碧 4年 大矢知興譲小学校

三重県 森田　紗衣 2年 飯田書道教室

三重県 野﨑　寧々 6年 浄心会

三重県 川出　せら 4年 佐藤書道塾

三重県 岡本　紗葵 2年 津田学園小学校

三重県 出口　皓日 2年 津田学園小学校

三重県 三原　芙実香 3年 津田学園小学校

三重県 本居　煌盛 3年 津田学園小学校

三重県 梶川　心菜 4年 津田学園小学校

三重県 蛯原　京美 5年 津田学園小学校

三重県 川地　愛紀 6年 津田学園小学校

三重県 髙井　優妃 6年 津田学園小学校

三重県 加藤　舞衣 6年 佐藤書道教室

三重県 佐藤　里海 2年 あかつき書道教室

三重県 坂口　由 6年 あかつき書道教室

三重県 渥美　穂乃花 4年 翠悦書院

三重県 渡辺　漣 4年 翠悦書院

三重県 川喜田　莉子 5年 翠悦書院

三重県 津村　紅芭 6年 翠悦書院

三重県 山際　悠月 6年 翠悦書院

三重県 中森　那月 6年 美旗小学校



三重県 西口　志征 6年 中森書道教室

三重県 髙山　咲来 5年 深伊沢小学校

三重県 林　和香奈 5年 深伊沢小学校

滋賀県 後藤　凜咲 6年 マキノ南小学校

滋賀県 平山　実京 6年 マキノ南小学校

滋賀県 山田　倫太郎 6年 上笠習字教室

京都府 山﨑　奏太 2年 洛翠書法会

京都府 登口　さゆり 3年 洛翠書法会

京都府 堤下　一薫 5年 洛翠書法会

京都府 村島　凛咲 5年 洛翠書法会

京都府 服部　咲愛 6年 洛翠書法会

京都府 松本　夏音 6年 洛翠書法会

京都府 田中　陽莉 2年 志書道クラブ

京都府 坂﨑　日和 6年 中村書道教室

京都府 木村　柚葉 6年 高橋書道教室

京都府 荒川　てまり 2年 美育書心の会

京都府 嶋田　凜之介 5年 美育書心の会

京都府 西村　菜心 5年 美育書心の会

京都府 丸山　おと葉 4年 浅野書道教室

大阪府 土屋　環 3年 滝川リザー部書道教室

大阪府 辻󠄀本　あかね 6年 文の里書道会

大阪府 村田　千明 5年 生野小学校

大阪府 安田　有里 6年 泉心会寿扇書院

大阪府 陳　唯依 1年 書道研究泉心会

大阪府 松本　大輝 4年 平野小学校

大阪府 池田　結芽 5年 平野小学校

大阪府 河野　隼德 2年 山縣書道教室

大阪府 東　蒼空 2年 東書道塾

大阪府 秋山　桐朱子 6年 華游書道教室

大阪府 長谷　まあみ 6年 山桃書院

大阪府 米澤　拓真 4年 茨木小学校

大阪府 阿部　ほのか 5年 みどり書道教室

大阪府 明石　結衣 6年 明石書道教室

大阪府 中津川　希実 3年 二川教室

大阪府 宮本　柚奈 5年 光蓮

大阪府 中木原　紗羅 6年 欽扇書道教室

大阪府 神宮司　美羽 6年 髙萩書道教室

大阪府 瀬尾　虹帆 6年 麗鳳書院

大阪府 山田　紗綾 6年 麗鳳書院

大阪府 安田　快 6年 書道研究泉心会華扇書院

大阪府 細尾　美空 2年 美楓書道会

大阪府 曽山　倫楓 4年 厚見書道塾

大阪府 猪谷　助 3年 髙橋書写書道教室

大阪府 村上　萌香 4年 髙橋書写書道教室

大阪府 松下　莉央 6年 髙橋書写書道教室

大阪府 川﨑　莉帆 4年 悠莉習字教室

大阪府 河野　咲希 5年 悠莉習字教室

大阪府 三木　舞花 6年 悠莉習字教室

大阪府 小倉　璃子 5年 絢光書院

大阪府 吉木　幸來 6年 清澄塾

大阪府 東　奈央 3年 貝塚市立青少年センター

大阪府 杉本　桧莉 1年 石原書院

大阪府 井田　莉央奈 3年 石原書院

大阪府 豊山　愛羽 4年 石原書院

大阪府 小川　ひかり 6年 石原書院



大阪府 阪本　花希 3年 二色小学校

大阪府 立山　心満 3年 二色小学校

兵庫県 久保　瑠花 6年 岡本書写教室

兵庫県 川端　陽菜 5年 希舟教室

兵庫県 佐藤　耀太 6年 希舟教室

兵庫県 松濱　陽菜乃 6年 日本もちかたアカデミー

兵庫県 小林　由奈 4年 多聞東小学校

兵庫県 平野　瑞花 5年 篆友社

兵庫県 宗重　友梨奈 5年 篆友社

兵庫県 大本　楓 6年 摂南春秋書道院

兵庫県 屋敷　蘭 4年 公文御殿山教室

兵庫県 池田　玲奈 3年 國嶋書道教室

兵庫県 中出　悠月 5年 國嶋書道教室

兵庫県 松村　美緒 3年 日本習字麗萌教室

兵庫県 沼田　七海 6年 日本習字麗萌教室

兵庫県 富田　咲斗 6年 ゆり書院

兵庫県 有野　由姫 5年 庵書院

兵庫県 橋本　莉里衣 6年 庵書院

兵庫県 梨本　紗雪 3年 書道塾「うね」

兵庫県 上山　新奈 6年 書道塾「うね」

兵庫県 上畑　柾宗 2年 横山書道教室

兵庫県 吉田　琴音 4年 横山書道教室

兵庫県 平尾　美波 5年 横山書道教室

奈良県 辰巳　陽喜 1年 白友会書道塾

奈良県 市田　百合香 6年 白友会書道塾

奈良県 桝谷　優杏 6年 白友会書道塾

奈良県 瀬戸川　蒼空 3年 福井書道教室

奈良県 福西　清彩 2年 たかむろ小学校

奈良県 福西　希彩 5年 たかむろ小学校

奈良県 田中　奏 3年 川端書道教室

奈良県 山﨑　稜太 3年 川端書道教室

奈良県 若林　夕暖 3年 川端書道教室

奈良県 安藤　陽華 5年 川端書道教室

奈良県 森　麻莉 5年 川端書道教室

奈良県 田中　愛菜 2年 山下和泉塾

和歌山県 齋藤　巧海 6年 煌陽会

和歌山県 前岡　沙弥 6年 煌陽会

和歌山県 西田　幸ノ介 2年 木坊子映紅書院

和歌山県 稲葉　千紗 6年 木坊子映紅書院

和歌山県 岡田　空月 5年 大前書院

和歌山県 靍谷　咲良 5年 あやの台小学校

和歌山県 中西　恵理 4年 下津小学校

和歌山県 古田　華乃 3年 大東小学校

和歌山県 松本　聖菜 5年 かわぐち教室

和歌山県 林　佑太 6年 上田書道教室

島根県 玉置　藍 4年 城北書芸院

島根県 小原　聡美 5年 城北書芸院

島根県 飯田　梨瑚 6年 日原小学校

岡山県 加藤　葉奈 4年 墨香書道会

岡山県 小西　里奈 6年 墨香書道会

岡山県 黒木　虹心 3年 西阿知小学校

岡山県 秋田　姫依 6年 茶屋町小学校

岡山県 安達　未来 6年 岩山神社書道教室

広島県 井上　明音 5年

広島県 くまはら　かんな 1年 スクール・シオン



広島県 大畑　あお 3年 スクール・シオン

広島県 今福　心椛 4年 スクール・シオン

広島県 小島　希虹 4年 スクール・シオン

広島県 木曽　圭乃 6年 伴南小学校

広島県 田村　瑠唯 6年 伴南小学校

広島県 辻󠄀　彩愛 6年 伴南小学校

広島県 安田　千紗 6年 伴南小学校

広島県 伊東　琥子 6年 横段書道教室

広島県 上野　可暖 4年 新田書道教室

広島県 池田　杏 6年 新田書道教室

山口県 田村　海翔 3年 山桜書道会

山口県 中尾　辿 6年 山桜書道会

山口県 田村　優衣 1年 游風会

山口県 藤井　千尋 5年 橙香書道教室

徳島県 美馬　桜子 5年 鴨島小学校

香川県 遠藤　康太 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 宅和　那夏 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 内藤　綸香 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 東原　遥花 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 鳥谷　眞子 3年 木村毛筆硬筆教室

香川県 植田　寛奈 6年 木村毛筆硬筆教室

香川県 松浦　千彩 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 佐々木　玲香 4年 森西硬筆毛筆教室

香川県 北島　美緒 5年 森西硬筆毛筆教室

香川県 利國　花己寧 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 山田　聖良 1年 博雅会

愛媛県 植田　かの子 4年 日本習字城香書道教室

愛媛県 藤渕　悠玄 1年

愛媛県 河野　ひかり 1年 智遊庵書の会

愛媛県 村上　真優佳 6年 香雲書道教室

高知県 田中　明日風 6年

福岡県 塚本　杏梨 2年 天心塾

福岡県 御領　愛結華 6年 天心塾

福岡県 山内　志織 4年 一貫塾

福岡県 大澤　瑞希 1年 書塾如月

福岡県 永石　羽菜 5年 書塾如月

福岡県 井上　栞 6年

福岡県 小見山　湊母 1年 本松塾

福岡県 阿部　佑亮 6年 本松塾

福岡県 香田　侑亮 6年 本松塾

福岡県 常軒　健琉 6年 本松塾

福岡県 徳永　春菜 6年 本松塾

福岡県 秦　愛乃 1年 薫風会

福岡県 河野　心晴 2年 薫風会

福岡県 緒方　鈴乃 3年 薫風会

福岡県 藤　颯真 3年 薫風会

福岡県 土井　和奏 6年 髙本書道教室

福岡県 岩田　彩依 2年 秋山書道会

福岡県 田口　ひまり 2年 秋山書道会

福岡県 城間　結葵 5年 秋山書道会

福岡県 龍　悠斗 5年 秋山書道会

福岡県 秋山　銀河 6年 秋山書道会

福岡県 貞広　澪 6年 秋山書道会

福岡県 佐藤　さくら 6年 秋山書道会

福岡県 土井良　颯太 6年 秋山書道会



福岡県 森　華 6年 景柳書道学会

福岡県 野中　翔馬 2年 九州書道教育学会

福岡県 吉岡　小羽 3年 九州書道教育学会

福岡県 西坂　明希 6年 九州書道教育学会

福岡県 薦野　姫依 6年 近藤書道教室

福岡県 大谷　心春 3年 飯塚小学校

福岡県 久保田　絢乃 3年 飯塚小学校

福岡県 中原　梨菜 4年 飯塚小学校

福岡県 森本　陽奈乃 4年 飯塚小学校

福岡県 屋成　心寧 4年 飯塚小学校

福岡県 赤間　葵 5年 飯塚小学校

福岡県 田邊　紗菜 5年 飯塚小学校

福岡県 越智　陽菜乃 6年 飯塚小学校

福岡県 新藤　愛弓 6年 飯塚小学校

福岡県 甲斐田　翔和 3年 飯塚鎮西小学校

福岡県 小松　凛華 3年 飯塚鎮西小学校

福岡県 立花　文人 3年 飯塚鎮西小学校

福岡県 谷岡　立基 3年 飯塚鎮西小学校

福岡県 吉田　詩 3年 飯塚鎮西小学校

福岡県 金﨑　亮太 4年 飯塚鎮西小学校

福岡県 北岡　佑太 4年 飯塚鎮西小学校

福岡県 日下部　未結 4年 飯塚鎮西小学校

福岡県 野見山　詠音 4年 飯塚鎮西小学校

福岡県 秋永　碧空 5年 飯塚鎮西小学校

福岡県 岡松　千楓 5年 飯塚鎮西小学校

福岡県 吉田　澄海 5年 飯塚鎮西小学校

福岡県 日下部　未桜 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 久原　知菜 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 新原　舞 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 髙浪　和花 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 中山　琴音 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 野見山　韻央 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 三木　一真 6年 飯塚鎮西小学校

福岡県 今村　一登 3年 伊岐須小学校

福岡県 金本　奈央 4年 伊岐須小学校

福岡県 田中　向日葵 4年 伊岐須小学校

福岡県 和田　圭将 4年 片島小学校

福岡県 國廣　寧音 5年 片島小学校

福岡県 小石　美夏 5年 片島小学校

福岡県 後藤　良輔 5年 片島小学校

福岡県 濱本　美和 5年 片島小学校

福岡県 平田　蓮 5年 片島小学校

福岡県 細川　藍衣 5年 片島小学校

福岡県 井上　咲彩 6年 片島小学校

福岡県 井山　桜子 6年 片島小学校

福岡県 柴田　宗典 6年 片島小学校

福岡県 藤　和月 6年 片島小学校

福岡県 原田　彩花 6年 片島小学校

福岡県 増本　美羽 6年 片島小学校

福岡県 名越　美羽 3年 穂波東小学校

福岡県 野見山　元 3年 穂波東小学校

福岡県 藤本　琉榎 3年 穂波東小学校

福岡県 松村　湊祐 3年 穂波東小学校

福岡県 今住　駿吾 4年 穂波東小学校

福岡県 岩下　いおり 4年 穂波東小学校



福岡県 河口　優 4年 穂波東小学校

福岡県 木村　小春 4年 穂波東小学校

福岡県 田中　伶彩 4年 穂波東小学校

福岡県 吾妻　莉夢 5年 穂波東小学校

福岡県 諌山　光駿 5年 穂波東小学校

福岡県 岩下　桜花 5年 穂波東小学校

福岡県 小野　凛音 5年 穂波東小学校

福岡県 吾妻　奈夢 6年 穂波東小学校

福岡県 井上　舞桜 6年 穂波東小学校

福岡県 野﨑　匠詠 6年 穂波東小学校

福岡県 野見山　香穂 6年 穂波東小学校

福岡県 谷口　和夏 5年 高田小学校

福岡県 荒木　芯太 3年 若菜小学校

福岡県 田村　碧音 3年 若菜小学校

福岡県 田浦　愛望 5年 清雲書院

福岡県 高橋　ほのみ 6年 清雲書院

福岡県 末次　日菜子 4年 文綵会

福岡県 川原　なのは 5年 文綵会

福岡県 藤﨑　結衣 5年 文綵会

福岡県 池端　円花 6年 文綵会

福岡県 松枝　真愛 6年 文綵会

福岡県 山中　希華 6年 文綵会

福岡県 沖石　茉優 2年 しげまつ書道教室

福岡県 末次　紗英 5年 しげまつ書道教室

福岡県 南部　理珠 4年

福岡県 山津　瑛乃進 6年 寺島塾

福岡県 荒川　穂乃結 5年 習字教室

福岡県 宮本　桃衣 4年 小杉習字教室

福岡県 堤　梨帆 6年 小杉習字教室

福岡県 西田　くるみ 6年 小杉習字教室

福岡県 松藤　琴音 6年 小杉習字教室

佐賀県 古賀　友萌 5年 岡本貞華書道会

長崎県 木下　若桜 6年 湯江小学校

長崎県 田島　璃星 6年 湯江小学校

熊本県 有働　朋加 4年 青木塾

熊本県 村田　千華 5年 飽田東小学校

熊本県 ブラガ　サラ　グレース 5年 飽田東小学校

熊本県 前田　碧 5年 佐髙書道教室

熊本県 蓑田　明恵 3年 みのだ書道教室

宮崎県 川越　達月 2年 十駕書道会

宮崎県 川添　匠翔 2年 十駕書道会

鹿児島県 駒走　結衣 2年 最上書道教室

鹿児島県 脇田　翔生 3年 最上書道教室

鹿児島県 新原　英麻 5年 最上書道教室

鹿児島県 松元　ゆきは 2年 本庄書道教室

鹿児島県 外園　千咲子 6年 本庄書道教室

鹿児島県 小峯　美咲 3年 馬場教室

沖縄県 佐敷　永愛 2年 前島書道教室

沖縄県 田場　梨珠 2年 虹葉書道塾

沖縄県 高江洲　優 3年 虹葉書道塾

沖縄県 志良堂　有優 4年 虹葉書道塾

沖縄県 眞境名　洸貴 4年 虹葉書道塾

沖縄県 島袋　未愛 5年 虹葉書道塾

沖縄県 比嘉　あい 5年 虹葉書道塾

沖縄県 德田　穂奈美 6年 虹葉書道塾



沖縄県 波照間　文香 6年 虹葉書道塾

沖縄県 饒平名　藍 6年 虹葉書道塾

沖縄県 譜久村　樹菜 4年 登野城小学校

沖縄県 前三盛　朝陽 4年 登野城小学校

アメリカ 森田　優菜 6年 小山書道教室

台湾 蔡　家佑 4年 漢字筆賽開講館

台湾 郭　芯彤 6年 漢字筆賽開講館

中国 齋藤　優椛 5年 広州日本人学校

中国 中山　夏々 6年 たけのこ書の会


