
都道府県 氏　名 学　年 学校名・塾名

青森県 葛西　龍 3年 東天書道会

青森県 奈良　ひより 5年 東天書道会

青森県 佐藤　舞子 6年 東天書道会

青森県 花田　なゆか 6年 東天書道会

宮城県 千葉　心璃愛 4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

秋田県 小武海　佑斗 4年 杉晁書院

秋田県 安保　紗彩 4年 白峰書院

秋田県 杉山　理依花 5年 白峰書院

福島県 勝倉　結愛 2年 高嶺会

福島県 藤田　彩芭 3年 高嶺会

福島県 小針　りりは 4年 高嶺会

福島県 本田　彩貴 6年 高嶺会

福島県 諸橋　和奏 6年 高嶺会

福島県 大西　毬子 3年 赤松書道教室

福島県 愛澤　華蓮 4年 赤松書道教室

茨城県 池野上　暖絆 6年 二葉書道会

茨城県 金久保　さくら 6年 二葉書道会

栃木県 福冨　叶望 5年 陽南小学校

栃木県 菅原　真希穂 4年 戸田学園

埼玉県 富山　明紗美 4年 恵書道会

埼玉県 木村　太嘉 5年 恵書道会

埼玉県 小出　菜々美 6年 恵書道会

埼玉県 廣瀬　玉奈 4年 のざお書道教室

埼玉県 石井　青空 6年 のざお書道教室

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 鯨井　梅 6年 雨春書院

埼玉県 市嶋　姫依 5年 清香会

埼玉県 松田　葉月 5年 八木崎小学校

埼玉県 神原　結愛 6年 彩香こはる書道教室

埼玉県 橋本　埜亜 6年 馬橋書道教室

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 長尾　凛花 4年 きっかる書道会

埼玉県 吉田　美花 4年 きっかる書道会

埼玉県 相原　一真 5年 きっかる書道会

埼玉県 山本　莉子 5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 田中　大地 6年 きっかる書道会

埼玉県 矢島　瑠奈 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 保﨑　優 6年 栞書友会

埼玉県 手塚　南帆 6年 永明塾

埼玉県 松本　心音 5年 さくら書道
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埼玉県 須永　直美 6年 蘭月書道教室

埼玉県 下河　美結 5年 書道教室春玲会

千葉県 村木　こころ 5年 泉書道教室

千葉県 星野　愛実 4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 桑原　栞乃 6年 花成会

千葉県 芳村　奏和 1年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 川城　陽奈子 4年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 野村　奈南 5年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 芳村　碧一 5年 日本書学研究会一先会藤寺支部佐倉教室

千葉県 小林　月咲 2年 国分寺台西小学校

千葉県 小林　天音 6年 国分寺台西小学校

千葉県 吉田　心結 2年 藤里

千葉県 余湖　恵介 3年 藤里

千葉県 佐野　日香 6年 藤里

千葉県 堀端　優衣 6年 藤里

千葉県 余湖　菜々子 6年 藤里

千葉県 中村　心桜 2年 渚友会

千葉県 梶山　まるみ 5年 心和会

東京都 磯上　愛果 2年 赤羽西ひまわり書道教室

東京都 伊藤　逞 1年 汐入小学校

東京都 一瀬　春奈 6年 書法学院

東京都 鄭　賀源 6年 書法学院

東京都 寺澤　里 6年 書法学院

東京都 渡邉　美希 6年 書法学院

東京都 新井田　幸代 6年 福田書塾

東京都 藤倉　真央 6年 工藤書道塾

東京都 堀澤　澄瑞 1年 彩光会

東京都 堀澤　橙 4年 彩光会

東京都 小川　美杜 3年 ことがわら学園

東京都 河合　彩花 5年 ことがわら学園

東京都 橋本　あかり 5年 ことがわら学園

東京都 山口　実紗希 6年 ことがわら学園

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 牧野　拓馬 4年 吉野教室

東京都 小林　美琴 3年 羽村東小学校

東京都 佐藤　彩音 6年 さくら書道教室

東京都 中島　里袈 6年 さくら書道教室

神奈川県 櫻井　奏子 4年 日本習字湘南支部

神奈川県 後藤　なつみ 5年 日本習字湘南支部

神奈川県 千藤　詩乃 6年 日本習字湘南支部

神奈川県 峰村　曜 4年 八幡山書道教室

山梨県 樋口　愛菜 2年 うさぎ書道教室

山梨県 堀内　香穂 2年 うさぎ書道教室

山梨県 羽田　百佳 3年 うさぎ書道教室

山梨県 山下　歩希 3年 うさぎ書道教室

山梨県 天野　奈々 4年 うさぎ書道教室

山梨県 根津　堅人 4年 うさぎ書道教室

山梨県 樋泉　實太 4年 うさぎ書道教室

山梨県 武川　優心 4年 うさぎ書道教室



山梨県 稲葉　美桜 5年 うさぎ書道教室

山梨県 平澤　花香 5年 うさぎ書道教室

山梨県 古屋　心 5年 うさぎ書道教室

山梨県 米山　瑞穂 5年 うさぎ書道教室

山梨県 渡辺　菜月 5年 うさぎ書道教室

山梨県 小倉　莉緒菜 6年 うさぎ書道教室

山梨県 佐藤　凛空 6年 うさぎ書道教室

山梨県 白須　妃咲 6年 うさぎ書道教室

山梨県 鈴木　智香 6年 うさぎ書道教室

山梨県 長久保　優斗 6年 うさぎ書道教室

新潟県 新保　心菜 6年 新潟大学附属長岡小学校

福井県 𠮷田　悠華 6年 小谷節子書道教室

福井県 山形　理沙 2年 田中映華書道教室

福井県 重野　百花 4年 田中映華書道教室

福井県 田中　萌絵 6年 田中映華書道教室

岐阜県 鶴田　さくら 3年 長森東小学校

愛知県 鎌田　未奈萌 4年 磯谷書道教室

愛知県 安藤　晴輝 4年 有椿書会

愛知県 宮村　果蓮 6年 高岡総合学園

愛知県 中谷　遥 6年 古知野東小学校

愛知県 𠮷田　綾華 5年 桂華書道教室

愛知県 大澤　知生 6年 桂華書道教室

愛知県 奥谷　優芽 3年 水上書道塾

三重県 井上　碧 4年 大矢知興譲小学校

大阪府 米田　琴音 5年 植西かきかたクラブ

大阪府 髙橋　舞 6年 植西かきかたクラブ

大阪府 中野　明舞音 6年 植西かきかたクラブ

大阪府 明石　莉奈 4年 明石書道教室

大阪府 明石　結衣 6年 明石書道教室

大阪府 藤内　千晴 6年 明石書道教室

大阪府 味本　有彩 4年 麗鳳書院

大阪府 大橋　希帆 6年 麗鳳書院

大阪府 山田　紗綾 6年 麗鳳書院

兵庫県 端　菜々美 4年 竹の台小学校

兵庫県 小林　凪 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 桂　明日羽 5年 書ノ教室紫晃

兵庫県 大野　琴美 6年 書ノ教室紫晃

兵庫県 平尾　美波 5年 横山書道教室

兵庫県 觀田　ほなみ 6年 横山書道教室

兵庫県 辻本　芽衣 6年 横山書道教室

兵庫県 圓尾　明日香 6年 横山書道教室

兵庫県 國枝　依吹 2年 輝龍書道会

兵庫県 高山　結萌 4年 輝龍書道会

兵庫県 國枝　咲希 5年 輝龍書道会

兵庫県 テルファ　美葡 5年 輝龍書道会

兵庫県 西田　優莉奈 5年 輝龍書道会

兵庫県 山本　みのり 5年 輝龍書道会

兵庫県 大鷹　彩千歩 6年 輝龍書道会

奈良県 竹島　美優 4年 川端書道教室

和歌山県 齋藤　美空 3年 煌陽会



和歌山県 的場　匠海 5年 煌陽会

和歌山県 齋藤　巧海 6年 煌陽会

和歌山県 村岡　采音 2年 木村書道教室

和歌山県 永江　右京 3年 木村書道教室

和歌山県 笠井　健玄 4年 木村書道教室

和歌山県 中西　仁美 3年 上田書道教室

和歌山県 堀江　萌朱 3年 上田書道教室

和歌山県 丸野　瑛蓮 3年 上田書道教室

岡山県 磯野　愛悠 6年 芳田小学校

岡山県 難波　愛華 6年 一滴書道会

岡山県 小西　里奈 6年 墨香書道会

岡山県 大木　愛 4年 茶屋町小学校

岡山県 秋田　姫依 6年 茶屋町小学校

岡山県 梅田　梨瑚 4年 玉島小学校

岡山県 梅田　梨里 6年 玉島小学校

岡山県 原田　帆乃香 1年 沙美小学校

広島県 伊東　琥子 6年 横段書道教室

山口県 石橋　亜樹 5年 春園書塾

山口県 品川　圭佑 6年 春園書塾

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 鳥谷　眞子 3年 木村毛筆硬筆教室

香川県 宮脇　晴人 2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 國方　茉莉恵 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 福上　結希子 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 宮脇　凜 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 女賀　結菜 6年 森西硬筆毛筆教室

愛媛県 野田　怜那 5年 立花小学校

福岡県 中村　美月 1年 鳥飼小学校

福岡県 江頭　杏和 6年 石心会

佐賀県 本多　彩華 5年 照峯書道教室

佐賀県 田澤　雨音 6年 松井書道教室

熊本県 有働　朋加 4年 青木塾

大分県 山内　このみ 4年 鶴﨑双雲書道会

大分県 林　由依 6年 鶴﨑双雲書道会

大分県 藤野　世那 4年 錦織書道教室

宮崎県 木原　眞央 6年 松山書道教室

鹿児島県 最上　由依菜 3年 最上書道教室

鹿児島県 尾込　心々寧 6年 正峰書道塾

鹿児島県 髙味　美羽耶 6年 正峰書道塾

鹿児島県 外園　千咲子 6年 本庄書道教室

沖縄県 大道　悠月 5年 雲柳書道教室

沖縄県 德田　穂奈美 6年 虹葉書道塾

沖縄県 范阮　真如 4年 溪雨書道塾

台湾 蔡　家光 6年 漢字筆賽開講館

シンガポール 石川　杏奈 2年 日本習字教育財団新加坡支部


