
都道府県 氏　名 学　年 学校名・塾名

青森県 對馬　愛佳 2年 平賀書道塾

青森県 鎌田　泰輔 1年 東天書道会

青森県 佐藤　仁理 1年 東天書道会

青森県 髙橋　一志 1年 東天書道会

青森県 酒井　陽斗 2年 東天書道会

岩手県 小原　日菜 3年 城北書道教室

宮城県 佐々木　仁楠 1年 宮城晁仙書道会

宮城県 千葉　雄翔 3年 宮城晁仙書道会

秋田県 皆川　天 2年 白峰書院

福島県 齋藤　きあり 2年 川俣中学校

福島県 鈴木　那夏 1年 高嶺会

福島県 前川　綾菜 2年 高嶺会

福島県 菅原　大馳 3年 高嶺会

福島県 高橋　咲貴 3年 赤松書道教室

福島県 森　円花 3年 赤松書道教室

福島県 渡部　愛加 3年 若草会平支部

茨城県 豊島　樹梨 3年 友愛学院

栃木県 大木　真衣 2年 作新学院中等部

栃木県 中澤　穂乃里 2年 翠石書院

群馬県 亀井　杏夏 3年 一簣会

埼玉県 山内　咲輝 1年 恵書道会

埼玉県 早川　瑠菜 2年 恵書道会

埼玉県 石田　美紗 2年 豊春中学校

埼玉県 藤田　梨華 2年 きっかる書道会

埼玉県 蓜島　希恵 3年 きっかる書道会

埼玉県 三角　雅帆 3年 きっかる書道会

埼玉県 齋藤　優香 2年 勝田書道塾

埼玉県 川畑　早礼 3年 勝田書道塾

千葉県 石橋　つむぎ 3年 日本習字み春野教室

千葉県 新谷　愛 1年 泉書道教室

千葉県 木島　葵衣 2年 泉書道教室

千葉県 佐野　心音 2年 泉書道教室

千葉県 山﨑　紗南 2年 泉書道教室

千葉県 渡辺　あい 2年 古ヶ崎書道教室

千葉県 佐藤　愛海 2年 藤里

千葉県 佐野　文香 3年 藤里

千葉県 池田　希帆 2年 橘会

東京都 菊田　爽花 1年 蒼月会

東京都 小林　夢果 2年 石神井中学校

東京都 北嘉多　莉歩 1年 第六中学校

東京都 土屋　昂大 1年 工藤書道塾

東京都 河口　歩幸 2年 霞台中学校

東京都 小川　善 1年 ことがわら学園

東京都 熊谷　香織 3年 ことがわら学園
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東京都 奥田　陽香 2年 野上書道教室

東京都 増岡　映南 3年 野上書道教室

東京都 武　菜桜香 2年 さくら書道教室

神奈川県 野口　凛々花 2年 日本習字横浜戸塚支部

山梨県 高野　南海人 1年 うさぎ書道教室

山梨県 角田　繭璃 1年 うさぎ書道教室

山梨県 松村　寧大 1年 うさぎ書道教室

山梨県 窪田　智木 2年 うさぎ書道教室

山梨県 高峰　心優 2年 うさぎ書道教室

山梨県 丹沢　凜 2年 うさぎ書道教室

山梨県 阿賀　愛実 3年 うさぎ書道教室

山梨県 羽田　実花 3年 うさぎ書道教室

山梨県 堀内　彩夏 3年 うさぎ書道教室

山梨県 村松　愛奈 3年 うさぎ書道教室

新潟県 磴　碧珠 1年 新潟大学教育学部附属長岡中学校

新潟県 渡邉　日香 3年 陽幸・彩明書道教室

愛知県 判治　徹哉 1年 磯谷書道教室

愛知県 倉地　みのり 3年 磯谷書道教室

愛知県 柴山　天 3年 常磐中学校

愛知県 野口　瑞葵 3年 あじさいの会

愛知県 山田　柊 1年 前林中学校

愛知県 宮田　周 2年 桂華書道教室

愛知県 柴田　実穂 1年 今伊勢中学校

三重県 井上　月 3年 朝明中学校

大阪府 田中　美咲 2年 麗鳳書院

大阪府 菅原　瑠真 3年 麗鳳書院

兵庫県 桂　茉瑚 1年 書ノ教室紫晃

兵庫県 田代　縁 1年 横山書道教室

兵庫県 内海　花梨 2年 輝龍書道会

兵庫県 濱本　莉乃 2年 輝龍書道会

奈良県 松尾　美咲 3年 川端書道教室

和歌山県 新宅　彩耶香 1年 煌陽会

和歌山県 丸野　心花 2年 上田書道教室

岡山県 磯野　仁愛 2年 芳田中学校

岡山県 大倉　千奈 2年 東陽中学校

岡山県 森田　湖々 3年 笠岡東中学校

香川県 井原　正太郎 1年 藤井書道教室

香川県 末友　彩葵 2年 藤井書道教室

香川県 豊田　愛琉 2年 藤井書道教室

香川県 山原　星花 3年 藤井書道教室

香川県 松本　那奈未 3年 幸墨会

香川県 北村　朋子 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 日下　暖葉 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 野嵜　葵衣 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 平井　優彩 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 坂賀　憩 2年 森西硬筆毛筆教室

香川県 土井　美釉 2年 森西硬筆毛筆教室



香川県 山中　槙子 2年 森西硬筆毛筆教室

福岡県 岩村　佳恵 3年 文綵会

佐賀県 星本　京香 1年 武雄青陵中学校

佐賀県 古賀　成美 3年 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校

熊本県 林　夏実 2年 泗水呉竹会

大分県 脇　夏乃 1年 鶴﨑双雲書道会

宮崎県 根井　文美 1年 松山書道教室

宮崎県 武政　杏奈 3年 松山書道教室

鹿児島県 若松　晄来 2年 国分中学校

鹿児島県 長澤　美日菜 2年 舞鶴中学校

沖縄県 具志　結香 2年 梅花書道塾

沖縄県 金城　萌 1年 蒼海書道会煌月書道塾

シンガポール 鈴木　奏楽 3年 日本習字教育財団新加坡支部

シンガポール 中村　心美 3年 日本習字教育財団新加坡支部


