
都道府県 氏　　名 学年 学校名・塾名

北海道 蜂谷　はな 1年 市橋書道教室

北海道 小林　璃音 2年 松前中学校

北海道 矢戸　晴菜 1年 伏見習字教室

北海道 有賀　和夏 2年 伏見習字教室

青森県 大黒　優真 3年 平賀書道塾

青森県 渡邉　すず 3年 平賀書道塾

青森県 小笠原　佳紀 1年 東天書道会

青森県 葛西　あいら 1年 東天書道会

青森県 櫻田　望央 1年 東天書道会

青森県 佐々木　胡春 1年 東天書道会

青森県 中村　心音 1年 東天書道会

青森県 成田　花菜 1年 東天書道会

青森県 花田　ほのか 1年 東天書道会

青森県 原田　夏緒 1年 東天書道会

青森県 山本　悠悟 1年 東天書道会

青森県 横山　龍桜 1年 東天書道会

青森県 野呂　果凛 2年 東天書道会

青森県 工藤　ゆらら 3年 東天書道会

青森県 細川　季詩 3年 東天書道会

岩手県 柿﨑　千歳 2年 城北書道教室

岩手県 坂原　奏音 3年 城北書道教室

岩手県 小笠原　瑠南 2年 奎葉習字教室

岩手県 大久保　玲音 3年 庭瀬教室

岩手県 竹根　琉珠奈 3年 庭瀬教室

宮城県 神田　葵咲 2年 教育書道研究会

宮城県 向川　愛莉 2年 教育書道研究会

宮城県 鈴木　葵愛 3年 宮城晁仙書道会

宮城県 高坂　彩巴 1年 柳紅書道塾

秋田県 海道　美咲 2年 和佳書院

秋田県 小笠原　晴香 2年 白悠書院

秋田県 武藤　知優 3年 白峰書院

山形県 斎藤　美来 2年 奎城書道教室

福島県 小野　彩音 1年 高嶺会

福島県 高根沢　暖花 2年 高嶺会

福島県 星　莉己 2年 高嶺会

福島県 本田　琉汰朗 2年 高嶺会

福島県 渡辺　華怜 3年 高嶺会

福島県 栗城　颯香 1年 赤松書道教室

福島県 安田　可歩 2年 赤松書道教室

福島県 舟木　愛咲 3年 赤松書道教室

福島県 中田　千尋 1年 みとみ学園

茨城県 坂口　駿牙 2年 白靜書院

茨城県 牧野　朱莉 3年 日本習字おおせき教室

茨城県 村上　紗彩 1年 稲葉書道教室

栃木県 池田　光希 3年 星が丘中学校

栃木県 渡辺　真愛 3年 作新学院中等部

栃木県 飯塚　煌彩 1年 翠石書院

栃木県 上武　美優 2年 翠石書院
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栃木県 日沼　美紀 2年 戸田学園

群馬県 佐藤　祐菜 1年 みずほ書道教室

群馬県 田口　慧 1年 書塾淡沙会

群馬県 矢内　沙弥 1年 書塾淡沙会

群馬県 水島　聖菜 2年 書塾淡沙会

群馬県 須永　結衣 2年 一簣会

群馬県 福島　令奈 3年 一簣会

群馬県 増渕　加奈子 1年 恵歌書道教室

群馬県 勝山　舞子 1年 泉の会

群馬県 本間　文人 1年 星蓮書道会

群馬県 𠮷住　和奏 3年 書塾苗の会

群馬県 原　美梨花 1年 バージョンアップスクール

群馬県 田村　和佳子 1年 滝下書道教室

埼玉県 越川　愛理 3年 常盤中学校

埼玉県 緑川　郁英 1年 恵書道会

埼玉県 武田　花凜 2年 恵書道会

埼玉県 富山　菜津美 2年 恵書道会

埼玉県 長谷川　真奈 2年 恵書道会

埼玉県 森本　祐彩 1年 雲雀書道教室

埼玉県 石井　瑠夏 2年 のざお書道教室

埼玉県 嶌田　日和 2年 晨翔書道会

埼玉県 長谷川　菜央子 2年 雨春書院

埼玉県 八木橋　希和 2年 雨春書院

埼玉県 橋本　由衣 2年 山田書道教室

埼玉県 高木　美羽 2年 清香会

埼玉県 横山　咲奈 2年 馬橋書道教室

埼玉県 梶　萌々花 2年 きっかる書道会

埼玉県 長﨑　志織 2年 きっかる書道会

埼玉県 天羽　優奏 3年 きっかる書道会

埼玉県 秋山　晴香 2年 鳩山中学校

埼玉県 渡邉　楓 3年 明雲書道教室

埼玉県 貝原　歩美 3年 眞墨書道会

埼玉県 富田　雛子 2年 青香書道教室

埼玉県 平野　真歩 2年 永明塾

埼玉県 蓮見　優 1年 太田中学校

埼玉県 新井　日菜 2年 書道教室春玲会

埼玉県 森田　光紀 2年 伊奈中学校

千葉県 佐藤　ゆめ葉 1年 日本習字み春野教室

千葉県 山田　真愛 3年 日本習字み春野教室

千葉県 増田　万葵 1年 西の原中学校

千葉県 井上　瑛太 1年 泉書道教室

千葉県 笹原　匠実 1年 泉書道教室

千葉県 鈴木　麻理絵 1年 泉書道教室

千葉県 吉満　優麻 1年 泉書道教室

千葉県 鈴木　夢彩 2年 泉書道教室

千葉県 野口　果鈴 2年 泉書道教室

千葉県 棚町　友季 1年 滝野書道教室

千葉県 小林　眞妃奈 3年 滝野書道教室

千葉県 櫻井　芹奈 2年 島毛筆書道

千葉県 西浪　瑛珠 2年 麗仙書道会



千葉県 丸元　彩 2年 大内書道塾

千葉県 遠藤　望愛 1年 花成会

千葉県 佐藤　結衣 2年 香取中学校

千葉県 岩瀨　琴美 2年 東庄中学校

千葉県 東　花奈 2年 富来田中学校

千葉県 羽白　來瞳 2年 藤里

千葉県 石井　花 3年 藤里

千葉県 庄司　瑠奈 3年 藤里

千葉県 鈴木　実乃莉 2年 渚友会

千葉県 鈴木　凜 3年 水香会

千葉県 中野　　美玖 3年 水香会

千葉県 木曽　心晴 2年 心和会

千葉県 長島　美空 2年 紫晴会（66回データ）

東京都 植村　実央 1年 九段中等教育学校

東京都 今堀　太郎 3年 九華会書道

東京都 横山　あいら 2年 日本橋中学校

東京都 中島　愛 3年 桜蔭中学校

東京都 兼平　実結 3年 滝野川紅葉中学校

東京都 神津　早紀 3年 滝野川紅葉中学校

東京都 斉藤　妃愛 3年 沼野井書道教室

東京都 長谷川　佳乃 2年 深川第六中学校

東京都 池田　環 2年 香蘭女学校

東京都 古田　彩乃 3年 香蘭女学校

東京都 福田　真子 3年 文教大学付属中学校

東京都 渡辺　羽美 2年 髙岡書道教室

東京都 越口　仁 1年 書法学院

東京都 滝本　花笑 1年 書法学院

東京都 小林　優馬 2年 書法学院

東京都 佐伯　朱梨 3年 書法学院

東京都 鮫島　旭 3年 書法学院

東京都 大宮　和愛 2年 かな書道教室實心会

東京都 栗原　理莉香 2年 かな書道教室實心会

東京都 芳賀　理子 2年 かな書道教室實心会

東京都 中川　愛梨 3年 かな書道教室實心会

東京都 林　融希 1年 福田書塾

東京都 山手　咲良 2年 福田書塾

東京都 小俣　真穂 3年 福田書塾

東京都 水野　心葉 3年 福田書塾

東京都 井上　輝一郎 1年 巣鴨中学校

東京都 平田　康史郎 1年 巣鴨中学校

東京都 本田　万丈 1年 巣鴨中学校

東京都 楊　芸東 1年 巣鴨中学校

東京都 留守　駿輔 1年 巣鴨中学校

東京都 髙橋　秀 2年 巣鴨中学校

東京都 茂木　倖輝 2年 巣鴨中学校

東京都 古澤　りりあ 1年 聚秀書道院

東京都 中村　香衣 1年 天雅書院

東京都 冨岡　由梨 2年 八王子書道会

東京都 二本柳　葵 2年 拝島中学校

東京都 坂野　萌寧 1年 中里書道教室



東京都 五十嵐　帆夏 3年 宮林書道塾

東京都 峰岸　季穂 1年 さくら書道教室

神奈川県 黒木　未怜 3年 美月書道教室

神奈川県 中西　絢香 3年 春香書道教室

神奈川県 関　莉果 1年

神奈川県 幕田　尋 1年 本宮書芸学苑

神奈川県 田中　友彩 1年 日本習字湘南支部

神奈川県 吉田　美月 2年 日本習字湘南支部

神奈川県 河原﨑　雛乃 2年 八幡山書道教室

神奈川県 中山　颯将 2年 八幡山書道教室

神奈川県 佐藤　弘明 3年 森習字教室

神奈川県 原　琉花 3年 森習字教室

山梨県 小林　陽由 1年 うさぎ書道教室

山梨県 高野　楓夏 1年 うさぎ書道教室

山梨県 古屋　嘉宏 1年 うさぎ書道教室

山梨県 古屋　藍々 1年 うさぎ書道教室

山梨県 堀内　春樹 1年 うさぎ書道教室

山梨県 堀内　悠名 1年 うさぎ書道教室

山梨県 樋泉　七海 2年 うさぎ書道教室

山梨県 日原　美紀 2年 うさぎ書道教室

山梨県 渡辺　愛菜 3年 うさぎ書道教室

新潟県 古市　詩乃 1年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 髙橋　夏葵 1年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 波潟　留奈 1年 陽幸・彩明書道教室

石川県 赤丸　奨太 3年 西南部中学校

福井県 坂口　明日香 2年 小谷節子書道教室

福井県 荒川　優羽 3年 小谷節子書道教室

福井県 西野　彩生 3年 小谷節子書道教室

福井県 小川　愛凜 3年 田中映華書道教室

岐阜県 横山　玲奈 2年 蘇原中学校

愛知県 江口　美優 1年 磯谷書道教室

愛知県 森　健太 2年 磯谷書道教室

愛知県 小島　乙芭 1年 有椿書会

愛知県 川本　実咲 2年 有椿書会

愛知県 岡本　愛梨 2年 岡田塾

愛知県 稲垣　茉優 1年 雄鳳書院

愛知県 後藤　凜加 3年 雄鳳書院

愛知県 関谷　咲紀 2年 高岡総合学園

愛知県 川合　凪彩 1年 水嶋書道塾

愛知県 篠原　菜々子 1年 水嶋書道塾

愛知県 山田　芽玖美 3年 水嶋書道塾

愛知県 永徳　美優 1年 生道書道会

愛知県 井上　浬緒 2年 岩島禮子書道塾

愛知県 庄山　晄楽 1年 山田書道教室

愛知県 江口　陽 1年 桂華書道教室

愛知県 豊島　優 1年 水上書道塾

愛知県 中垣　美南 2年 水上書道塾

三重県 井上　七海 1年 羽津中学校

三重県 斉木　茉央 2年 久徳書道教室

三重県 田村　美陽 2年 紫光書院



滋賀県 橋本　海宏 2年 八千草教室

京都府 森島　羽子 2年 木津第二中学校

京都府 坂本　萌華 3年 美育書心の会

京都府 岡野　樹莉 2年 浅野書道教室

大阪府 大柿　幸大 3年 植西かきかたクラブ

大阪府 高瀬　真子 3年 植西かきかたクラブ

大阪府 明石　優花 2年 明石書道教室

大阪府 植西　優菜 2年 明石書道教室

大阪府 岸谷　陽香 2年 明石書道教室

大阪府 山根　早智 2年 明石書道教室

大阪府 伊藤　菜沙 1年 髙萩書道教室

大阪府 伊藤　香穂 2年 内村泉陽書道教室

大阪府 西　麗歌 2年 内村泉陽書道教室

大阪府 水池　呼依 3年 内村泉陽書道教室

大阪府 井上　栞菜 2年 石尾中学校

兵庫県 福原　心寧 3年 希舟教室

兵庫県 桂　陽茉梨 2年 書ノ教室紫晃

奈良県 生駒　昊 2年 藤井書道塾

奈良県 萩永　愛深 2年 豊田書道教室

奈良県 宮井　麻瑚 3年 川端書道教室

和歌山県 齋藤　亮太 3年 煌陽会

和歌山県 新枦　はるな 2年 木坊子映紅書院

和歌山県 川上　蒼空 2年 下津第一中学校

和歌山県 北東　杏梨 1年 下津第二中学校

和歌山県 梶本　千尋 3年 下津第二中学校

島根県 栗岡　佑万子 2年 島根大学教育学部附属義務教育学校

岡山県 宮本　彩乃 1年 星遠書道教室

岡山県 橘鷹　咲貴 2年 一滴書道会

岡山県 西本　日向子 1年 墨香書道会

岡山県 太田　寿莉 2年 墨香書道会

岡山県 川端　祐遼 2年 倉敷天城中学校

岡山県 吉武　心咲 1年 清心書院

広島県 伊東　璃子 2年 横段書道教室

山口県 石橋　杏実 1年 川中中学校

山口県 江﨑　詩乃 1年 川中中学校

山口県 山根　ゆめ 3年 春園書塾

徳島県 山根　由衣 2年 山根書道教室

香川県 渡部　彩乃 1年 木村毛筆硬筆教室

香川県 南光　咲希 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 山田　毬乃 2年 屋島中学校

香川県 髙木　愛理 3年 藤井書道教室

香川県 利國　花文乃 2年 森西硬筆毛筆教室

香川県 片岡　祐貴奈 3年 森西硬筆毛筆教室

香川県 北村　優名 3年 森西硬筆毛筆教室

香川県 宮野　心寧 3年 森西硬筆毛筆教室

高知県 中野　瑚春 2年 義務教育学校土佐山学舎

福岡県 柏原　雫 2年 一貫塾

福岡県 吉武　美虹 3年 本松塾

福岡県 吉武　美月 3年 本松塾

福岡県 安部　愛望 3年 薫風会



福岡県 髙屋　碧里 1年 秋山書道会

福岡県 高木　彩羽 3年 文綵会

福岡県 鐘ケ江　友里 2年 筑後中学校

福岡県 城島　可麗 2年 筑後北中学校

福岡県 山田　莉菜 3年 筑後北中学校

佐賀県 古賀　美智 1年 成穎中学校

佐賀県 吉田　茉生 1年 照峯書道教室

佐賀県 岩野　凛 3年 照峯書道教室

佐賀県 九日　瑠菜 3年 照峯書道教室

佐賀県 齋藤　心美 1年 藤瀬書道教室

佐賀県 下平　妃奈夕 1年 藤瀬書道教室

佐賀県 松永　凛 1年 藤瀬書道教室

佐賀県 嶋内　真優 2年 藤瀬書道教室

長崎県 松﨑　郁乃 3年 いりぐち書道教室

熊本県 有働　真未 2年 青木塾

大分県 城　希吏逢 3年 大塚書道教室

鹿児島県 木下　悠太郎 1年 正峰書道塾

鹿児島県 川添　真帆 2年 正峰書道塾

鹿児島県 平川　義経 2年 正峰書道塾

鹿児島県 市山　陽仁 3年 正峰書道塾

鹿児島県 高橋　亜実 3年 正峰書道塾

鹿児島県 前原　あきら 1年 岩元習字教室

鹿児島県 篠原　凛 1年 馬場教室

鹿児島県 大山　美海 1年 垂水中央中学校

沖縄県 具志　美佐都 3年 梅花書道塾

沖縄県 仲田　結奈 3年 小禄中学校

沖縄県 座安　美月 1年 東穂書道塾

沖縄県 金良　健之介 3年 沖縄尚学高等学校附属中学校

沖縄県 德田　妃奈乃 3年 虹葉書道塾

沖縄県 志良堂　倫太郎 1年 伊江中学校

沖縄県 新里　美璃 1年 蒼海書道会池田書道塾


