
都道府県 氏　名 学　年 団体名(塾・学校）

北海道 長谷川　千紘 5年 在田書道教室

青森県 野呂　瞬翔 2年 東天書道会

秋田県 佐藤　彩良 3年 白悠書院

秋田県 柴野　萌 6年 浅野書院

秋田県 鈴木　ひかり 4年 白峰書院

群馬県 佐藤　珠友 6年 みずほ書道教室

群馬県 長山　史歩 6年 一簣会

群馬県 小林　智樹 1年 泉の会

群馬県 矢野　実桜 6年 書塾　苗の会

群馬県 ダグラス　初加音 6年 飛鳥書道塾

埼玉県 本庄　拓哉 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 藤原　美紅 5年 永明塾

埼玉県 蟹谷　日陽 3年 あゆみ習字教室

埼玉県 松本　百果 3年 塚田書道教室

埼玉県 堀越　杜葉 5年 堀越書道教室

東京都 横田　和奏 5年 書真

東京都 今地　萌々香 2年 書法学院

東京都 川田　衣織 2年 書法学院

東京都 吉﨑　菜々子 2年 書法学院

東京都 久富　陽介 3年 書法学院

東京都 大塚　遥駕 4年 書法学院

東京都 舟生　勇介 4年 書法学院

東京都 相澤　美ら 5年 書法学院

東京都 大久保　瑛人 5年 書法学院

東京都 小澤　慈水 5年 書法学院

東京都 児玉　慶一郎 6年 書法学院

東京都 フェノ　真音 4年 月光原小学校

東京都 柏木　美紅 4年 貴司書道教室

東京都 櫻井　花風 6年 福田書塾

東京都 下田　優衣 6年 福田書塾

東京都 古澤　らいら 3年 聚秀書道院
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東京都 金子　悠生 6年 田柄第二小学校

東京都 神藏　絢音 5年 千草書院

東京都 木河　由依菜 5年 のびのび書道教室

神奈川県 市原　光琉 6年 蒔田小学校

神奈川県 櫻井　奏子 5年 秀香書道教室

神奈川県 石川　沙南 5年 朝友書院

神奈川県 髙橋　厘佳 6年 心画書道会

長野県 上原　愛理紗 6年 琇華道場

新潟県 小林　美結 2年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 一ノ瀬　こなみ 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 高橋　音々 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 佐藤　みう 5年 佐々木小学校

富山県 中谷　日音 6年 美秀書道教室

石川県 岩本　真悠 6年 羽咋小学校

福井県 中村　心咲 3年 小谷節子書道教室

福井県 山口　真央 3年 田中書道教室

福井県 山本　雪愛 6年 田中書道教室

静岡県 由比藤　咲良 6年 恵豊書道会

愛知県 福岡　一颯 4年 水嶋書道塾

三重県 森本　季依奈 2年 常磐西小学校

三重県 村木　栄太 2年 河原田こども習字教室

三重県 近藤　結唯 4年 あかつき書道教室

三重県 荻原　希々 6年 翠悦書院

大阪府 田中　りさら 6年 古川一龍書道教室

大阪府 米田　琴音 6年 植西かきかたクラブ

大阪府 氏本　りら 2年 麗鳳書院

大阪府 河野　有希 6年 御池のびのび書道教室

大阪府 井上　陽香莉 1年 悠莉習字教室

大阪府 西村　詩月 2年 絢光書院

大阪府 片岡　華琉 4年 絢光書院

大阪府 田中　愛梨 4年 絢光書院

大阪府 北野　浩輝 5年 絢光書院

大阪府 西村　捺花 6年 絢光書院

大阪府 谷　桃羽 6年 石原書院



大阪府 平野　遥香 6年 あとりえ彩葉書道教室

奈良県 井上　朱雀 6年 片岡書道塾

奈良県 八重嶽　隼 2年 藤井書道塾

奈良県 藤井　那帆 3年 藤井書道塾

岡山県 平丸　麗菜 5年 墨香書道会

岡山県 岩崎　遥陽 3年 藤原書道教室

岡山県 中山　紗那 2年 清心書院

山口県 林　奏佑 6年 蒼舟書院

山口県 稲田　和巳 3年 春園書塾

山口県 平野　結衣 3年 春園書塾

高知県 中岡　桃子 6年 真世書道教室

福岡県 半田　風晴 5年 御笠の森小学校

福岡県 芦刈　心春 3年 古川書道教室

佐賀県 山田　恵利奈 6年 藤瀬書道教室

佐賀県 田澤　音芭 5年 松井書道教室

佐賀県 金岩　成美 6年 松井書道教室

熊本県 古武城　涼 6年 光風会

熊本県 高橋　希穂 6年 佐髙書道教室

鹿児島県 堂満　きらり 4年 岩元習字教室

沖縄県 當間　雅久 5年 雲柳書道教室

沖縄県 東江　結愛 2年 西小学校


