
都道府県 氏名 学年 団体名（塾・学校）

北海道 数馬田　倫太郎 4年 麗水書道教室

北海道 後藤　さくら 4年 鵜飼習字教室

北海道 小川　瑠仁 5年 鵜飼習字教室

北海道 加藤　璃緒 5年 在田書道教室

北海道 小山内　こころ 6年 在田書道教室

北海道 小関　亮陽 6年 日本習字星野支部

北海道 宇佐美　暁丸 4年 伏見習字教室

北海道 矢戸　結菜 5年 伏見習字教室

北海道 伊藤　誉 6年 伏見習字教室

青森県 濵田　彩姫 6年 キッズクラブこなかの

青森県 赤平　菜桜 5年 平賀書道塾

青森県 坂井　萌彩 1年 東天書道会

青森県 葛西　龍 4年 東天書道会

青森県 白戸　花歩 4年 東天書道会

青森県 工藤　莉世 5年 東天書道会

青森県 花田　こはる 5年 東天書道会

岩手県 耕野　玲奈 5年 城北書道教室

岩手県 堂前　詩乃 6年 城北書道教室

岩手県 上村　優奈 5年 奎葉習字教室

岩手県 佐々木　優羽 6年 奎葉習字教室

岩手県 佐々木　桃花 2年 庭瀬教室

岩手県 万谷　心友 3年 庭瀬教室

岩手県 北城　莉央 6年 庭瀬教室

岩手県 竹根　ミラ 6年 庭瀬教室

宮城県 西依　航太 2年 宮城教育大学附属小学校

宮城県 大石　皇 6年 八幡小学校

宮城県 齋藤　杏 6年 西花苑春蓮教室

宮城県 岸里　芽衣 5年 教育書道研究会

宮城県 佐藤　かな子 6年 教育書道研究会

宮城県 佐々木　楠乃 4年 宮城晁仙書道会

宮城県 中村　那菜 4年 宮城晁仙書道会

宮城県 髙橋　彩花 6年 宮城晁仙書道会

宮城県 長谷川　雫 3年 柳紅書道塾

宮城県 及川　蒼一郎 4年 柳紅書道塾

秋田県 堀野　杏夏 5年 浅野書院

秋田県 上田　愛琉 1年 白峰書院

秋田県 河田　つぼみ 5年 白峰書院

秋田県 館岡　波南 5年 白峰書院
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秋田県 佐々木　歩花 6年 白峰書院

秋田県 杉山　理依花 6年 白峰書院

秋田県 船木　理央 6年 白峰書院

福島県 五十嵐　葵 3年 御山小学校

福島県 薄井　悠 6年 表郷小学校

福島県 勝倉　結愛 3年 高嶺会

福島県 齋須　玲那 3年 高嶺会

福島県 廣澤　若奈 4年 高嶺会

福島県 佐藤　ひなた 6年 高嶺会

福島県 にへい　りこ 2年 赤松書道教室

福島県 堀井　葵生 4年 赤松書道教室

福島県 愛澤　華蓮 5年 赤松書道教室

福島県 菅原　杏樹 6年 赤松書道教室

福島県 谷ヶ城　玲 5年 みとみ学園

福島県 渡部　小夏 6年 みとみ学園

福島県 阿久津　吏陸 6年 湯本第一小学校

茨城県 阿部　大和 4年 白靜書院

茨城県 竹内　みなみ 6年 白靜書院

茨城県 飯村　杏羽 6年 書道研究双葉会

茨城県 大関　ことみ 5年 日本習字おおせき教室

栃木県 石川　葵唯 6年 峰小学校

栃木県 鈴木　心寧 2年 翠石書院

栃木県 川井　慶治郎 4年 翠石書院

栃木県 橋本　爽 4年 翠石書院

栃木県 榊　凛莉愛 6年 研映社

群馬県 伊藤　愛 6年 清水東桂

群馬県 池田　明生 6年 みずほ書道教室

群馬県 狩野　杏春奈 6年 みずほ書道教室

群馬県 今野　結香 5年 泉の会

群馬県 中村　薫 5年 泉の会

群馬県 大須賀　結人 6年 泉の会

群馬県 下山　千尋 6年 泉の会

群馬県 板垣　苺恋 6年 書塾苗の会

群馬県 林　陽菜乃 3年 祥蓮会

群馬県 髙野　心那 5年 祥蓮会

群馬県 増田　壮吾 5年 祥蓮会

群馬県 宮田　景都 5年 バージョンアップスクール

群馬県 小菅　杏里 6年 生品児童館書道教室

埼玉県 近藤　泰輝 5年 書道教室玉兎

埼玉県 須賀　真奈美 4年 書の庭

埼玉県 小出　愛菜美 3年 恵書道会



埼玉県 𠮷岡　優花 3年 恵書道会

埼玉県 釣　瑞月 4年 恵書道会

埼玉県 石山　大仁 5年 恵書道会

埼玉県 松尾　美明 2年 松尾書道教室

埼玉県 樋口　果音 3年 白ばら書写書道

埼玉県 金田　理紗子 5年 白ばら書写書道

埼玉県 植松　里依奈 6年 白ばら書写書道

埼玉県 椿　夏七葉 6年 白ばら書写書道

埼玉県 大堀　紗奈 4年 一二三書道院

埼玉県 川本　莉子 2年 のざお書道教室

埼玉県 大山　夏穂 4年 のざお書道教室

埼玉県 川崎　愛瑠 4年 のざお書道教室

埼玉県 石井　璃南 5年 のざお書道教室

埼玉県 黒崎　花香 5年 のざお書道教室

埼玉県 大木　梨々逢 6年 のざお書道教室

埼玉県 正木　美桜 6年 のざお書道教室

埼玉県 松本　彩瑛 6年 八木橋香春書道教室

埼玉県 中村　真琴 4年 晨翔書道会

埼玉県 増戸　もも 4年 晨翔書道会

埼玉県 秋江　咲希 5年 晨翔書道会

埼玉県 鏡原　麻央 5年 晨翔書道会

埼玉県 片山　陽菜 5年 晨翔書道会

埼玉県 横山　日愛 5年 晨翔書道会

埼玉県 山岸　雪音 5年 彦郷小学校

埼玉県 渋谷　莉央 6年 清香会

埼玉県 植木　結愛 5年 赤石書道教室

埼玉県 江﨑　新菜 6年 赤石書道教室

埼玉県 安藤　寧々 1年 大塚澄心書道教室

埼玉県 松崎　希子 2年 大塚澄心書道教室

埼玉県 大西　力樹 3年 大塚澄心書道教室

埼玉県 片山　美羽 4年 大塚澄心書道教室

埼玉県 青木　彩夏 5年 大塚澄心書道教室

埼玉県 程塚　夢 5年 大塚澄心書道教室

埼玉県 新井　美南 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 長尾　和香 1年 彩香こはる書道教室

埼玉県 長渡　美鈴 2年 彩香こはる書道教室

埼玉県 長尾　敢太 3年 彩香こはる書道教室

埼玉県 伊藤　愛未 5年 馬橋書道教室

埼玉県 石澤　愛結 6年 馬橋書道教室

埼玉県 萩原　雫 6年 馬橋書道教室

埼玉県 石井　梨理花 1年 きっかる書道会



埼玉県 中　颯太郎 1年 きっかる書道会

埼玉県 石川　さゆみ 3年 きっかる書道会

埼玉県 土佐　優奈 3年 きっかる書道会

埼玉県 山部　凛花 3年 きっかる書道会

埼玉県 木暮　星盾 4年 きっかる書道会

埼玉県 竹内　心春 4年 きっかる書道会

埼玉県 並木　夢依 4年 きっかる書道会

埼玉県 相原　一真 6年 きっかる書道会

埼玉県 髙井　咲優 6年 きっかる書道会

埼玉県 佐藤　榛 1年 椿山書道教室

埼玉県 篠原　由茉莉 1年 書楽々

埼玉県 石川　未来 5年 書楽々

埼玉県 畑仲　真友子 1年 渡辺書道教室

埼玉県 三村　侑莉 6年 渡辺書道教室

埼玉県 片平　小春 3年 眞墨書道会

埼玉県 清水　あかり 4年 葵書道教室

埼玉県 中村　仁美 6年 葵書道教室

埼玉県 伊藤　和 5年 二葉書写書道教室

埼玉県 加藤　友基 1年 永明塾

埼玉県 沼田　理央 1年 勝田書道塾

埼玉県 山田　梨々華 5年 勝田書道塾

埼玉県 山中　優葵 6年 勝田書道塾

埼玉県 中野　琴心 6年 中西書写書道教室

埼玉県 秋池　琶月 4年 彩の森書道教室

埼玉県 神山　媛香 3年 小桃会

埼玉県 谷口　万葉 4年 小桃会

埼玉県 池端　咲奈 4年 塚田書道教室

埼玉県 鈴木　咲蘭 4年 塚田書道教室

埼玉県 野元　柚那 4年 塚田書道教室

埼玉県 高齋　百花 6年 塚田書道教室

埼玉県 松本　心音 6年 塚田書道教室

埼玉県 川久保　弥咲 1年 蘭月書道教室

埼玉県 新井　優羽奈 3年 蘭月書道教室

埼玉県 林　　美衣咲 3年 蘭月書道教室

埼玉県 大澤　寧々 5年 蘭月書道教室

埼玉県 川久保　朝葵 5年 蘭月書道教室

埼玉県 鹿島　芙泉 2年

埼玉県 三鈷　莉乃愛 5年 春玲会

埼玉県 高崎　未来 5年 春玲会

埼玉県 下河　美結 6年 春玲会

埼玉県 二野戸　葉月 4年 萩生書道教室



埼玉県 島田　莉緒 3年 鴻墨会

埼玉県 島田　芽依 6年 鴻墨会

埼玉県 渡邊　琉朱 2年 堀越書道教室

埼玉県 山本　有里菜 6年 堀越書道教室

千葉県 拜田　心春 6年 日本習字み春野教室

千葉県 渕脇　青龍 3年

千葉県 遠藤　心遥 4年 峰花会

千葉県 萩原　和花 2年 泉書道教室

千葉県 江口　杏奈 4年 泉書道教室

千葉県 渡邉　悠太 5年 泉書道教室

千葉県 村木　こころ 6年 泉書道教室

千葉県 星野　敬晴 4年 滝野書道教室

千葉県 花野井　愛香 4年 青舟書道教室

千葉県 飯村　優莉彩 6年 青舟書道教室

千葉県 小針　穂佳 6年 松郷書道会

千葉県 櫻井　実紅 5年 島毛筆書道

千葉県 後藤　紅美子 5年 麗仙書道会

千葉県 髙橋　実那 6年 麗仙書道会

千葉県 渡邉　琉生 6年 鳳雲会

千葉県 金子　美桜 3年 日本習字大穴南教室

千葉県 髙橋　紗菜 5年 日本習字大穴南教室

千葉県 箕輪　憩 6年 日本習字大穴南教室

千葉県 堀岡　龍 5年 書の教室

千葉県 西井　杏実 3年 全日本書芸文化院花成会

千葉県 三村　彩乃 3年 全日本書芸文化院花成会

千葉県 三村　茉央 6年 全日本書芸文化院花成会

千葉県 原田　恵佑 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 6年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 畑　彩乃 6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 6年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 篠原　朝陽 4年 公津の杜小学校

千葉県 岡本　稀衣 5年 藤里

千葉県 井上　実優 6年 藤里

千葉県 御子神　彩 6年 藤里

千葉県 大木戸　咲結 6年 日本習字北条教室

千葉県 庄司　帆花 4年 渚友会

千葉県 氏家　咲南 6年 橘会

千葉県 渡辺　心結 3年 心和会

千葉県 木曽　朝日 6年 心和会

千葉県 森　美空 1年 周西小学校

東京都 和田　莉奈 5年 玉雲書道会



東京都 森　陽菜 6年 玉雲書道会

東京都 山﨑　涼希 4年 沼野井書道教室

東京都 伊藤　由乃 3年 古千谷小学校

東京都 阿久津　優希志 6年 古千谷小学校

東京都 𠮷澤　梨央 6年 古千谷小学校

東京都 木下　実咲 5年 書法研究青龍会幸楓書道教室

東京都 黒瀬　心 6年 書法研究青龍会幸楓書道教室

東京都 上田　光莉 4年 書に恋くらぶ

東京都 落合　紗希 4年 書に恋くらぶ

東京都 松本　海鈴 2年 みのり書道教室

東京都 上野　はな 4年 髙岡書道教室

東京都 内田　颯真 4年 髙岡書道教室

東京都 坂井　璃子 6年 髙岡書道教室

東京都 依田　梨沙 6年 髙岡書道教室

東京都 今地　美遥 5年 書法学院

東京都 遠藤　朔磨 5年 書法学院

東京都 森谷　仁 5年 書法学院

東京都 佐藤　ちひろ 6年 書法学院

東京都 森谷　仁美 6年 書法学院

東京都 洪　智妍 5年 かな書道教室實心会

東京都 細田　奈央 5年 かな書道教室實心会

東京都 山本　南 5年 かな書道教室實心会

東京都 井上　杏 5年 月光原小学校

東京都 金山　明 5年 月光原小学校

東京都 今野　ひつき 5年 月光原小学校

東京都 椎名　晄大 5年 月光原小学校

東京都 渡邉　瑠音 5年 月光原小学校

東京都 香島　伊吹 6年 月光原小学校

東京都 工藤　里穂子 6年 月光原小学校

東京都 森　毬乃 6年 月光原小学校

東京都 山田　はるひ 6年 月光原小学校

東京都 山田　泰平 6年 柿の木書道教室

東京都 田中　優梨 4年 福田書塾

東京都 日高　さえら 4年 福田書塾

東京都 古川　真帆 4年 福田書塾

東京都 菊池　真生 5年 福田書塾

東京都 白石　瑠花 6年 福田書塾

東京都 阿部　由玲花 1年 ちぐさ書道教室

東京都 榎本　幹太 4年 ちぐさ書道教室

東京都 山口　響子 5年 上北沢小学校

東京都 常永　悠斗 1年 東京都市大学付属小学校



東京都 川浪　怜奈 2年 東京都市大学付属小学校

東京都 小田切　准行 5年 東京都市大学付属小学校

東京都 熊谷　虹丸 5年 東京都市大学付属小学校

東京都 鈴木　杏奈 3年 奈良書道教室

東京都 村上　るり 6年 奈良書道教室

東京都 本宮　美桜里 6年 奈良書道教室

東京都 川端　優里 6年 恵芳書道会

東京都 佐々　穂乃果 6年 月花書道

東京都 柴　琴音 6年 月花書道

東京都 玉野　晄 6年 東京書道教育会大谷口塾

東京都 小宮　愛梨 2年 平林書道教室

東京都 小宮　晴翔 2年 平林書道教室

東京都 中村　葵子 2年 平林書道教室

東京都 石井　悠貴 3年 平林書道教室

東京都 伊藤　志帆 4年 平林書道教室

東京都 小宮　梨莉香 5年 平林書道教室

東京都 戸田　心菜 5年 平林書道教室

東京都 小林　愛果 6年 平林書道教室

東京都 豊山　菜々子 6年 平林書道教室

東京都 有村　和泉 3年 天雅書院

東京都 濵中　太櫻 6年 円成

東京都 稲村　茉弓 4年 八王子書道会

東京都 佐々木　駿 6年 八王子書道会

東京都 神田　帆夏 3年 田中美紀書道教室

東京都 清水　柚奈 5年 のびのび書道教室

東京都 梅田　健汰 5年 藤根書道教室

東京都 牧野　拓馬 5年 拝島第三小学校

東京都 狩野　利歩 6年 中里書道教室

東京都 阪田　莉音 5年 宮林書道塾

東京都 青木　美月 6年 宮林書道塾

東京都 松永　莉奈 2年 ことがわら学園

東京都 梶川　琴葉 3年 笠原芳雪書道教室

東京都 澤田　琴美 6年 笠原芳雪書道教室

東京都 池澤　大翔 5年 春燕書道会

東京都 石垣　寿真 6年 春燕書道会

東京都 鈴木　翔大 4年 羽村書道教室

東京都 佐藤　琴音 1年 さくら書道教室

神奈川県 麻生　実和 5年 平山翠美書道教室

神奈川県 谷藤　朱莉 5年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 長谷部　伽音 6年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 山口　絢寧 6年 日本書道教育学会有馬教室



神奈川県 吉原　瑛 6年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 瀬藤　璃子 3年 野川書写教室

神奈川県 富田　小百合 6年 野川書写教室

神奈川県 大島　寧華 4年 北見書道塾

神奈川県 杉水流　小夏 4年 北見書道塾

神奈川県 福井　沙弥 5年 北見書道塾

神奈川県 谷口　鴻 5年 如月会

神奈川県 河上　智恵俐 2年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 岡見　來愛 3年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 神野　杏莉 4年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 斎藤　結衣 6年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 神谷　こはる 6年 仙田美知代

神奈川県 平松　音音 2年 杏花書院

神奈川県 金子　百花 3年 杏花書院

神奈川県 村山　結菜 5年 本宮書芸学苑

神奈川県 小川　莉奈 6年 朝友書院

神奈川県 後藤　奏 6年 朝友書院

神奈川県 熊田　唯花 3年 楚月書道教室

神奈川県 加藤　隆良 5年 八幡山書道教室

山梨県 宮下　蒼輝 6年 桂花会

山梨県 雨宮　孝樹 1年 うさぎ書道教室

山梨県 小林　沙也花 5年 うさぎ書道教室

山梨県 樋泉　實太 5年 うさぎ書道教室

山梨県 平井　優衣 5年 うさぎ書道教室

山梨県 福田　珠羽 5年 うさぎ書道教室

山梨県 武川　優心 5年 うさぎ書道教室

山梨県 望月　詩央 5年 うさぎ書道教室

山梨県 樋口　結愛 6年 うさぎ書道教室

山梨県 平澤　花香 6年 うさぎ書道教室

長野県 柏木　のどか 3年 杏秋書院

長野県 大塚　舜 6年 杏秋書院

長野県 藤巻　花 6年 琇華道場

新潟県 椛澤　綾斗 2年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 齋藤　ななの 3年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 櫻井　莉子 3年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 井上　羽唄 4年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 大浦　愛希 4年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 小林　結実 4年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 皆川　咲誉子 4年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 漆原　奈瑚 5年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 五十嵐　あき 6年 陽幸・彩明書道教室



新潟県 今井　瑛菜 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 今井　七菜子 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 岩﨑　未羽 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 坂井　友美 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 長谷川　心桜 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 和田　心遥 6年 陽幸・彩明書道教室

富山県 田形　あゆ 2年 美秀書道教室

富山県 打越　雅人 6年 美秀書道教室

石川県 村上　和奏 6年 にしかわ習字教室

石川県 岡田　明梨 5年 喜多書道教室

石川県 鍋田　百夏 5年 喜多書道教室

石川県 谷川　杏珠 6年 喜多書道教室

福井県 大脇　和紗 6年 宝永小学校

福井県 渡辺　まこと 2年 小谷節子書道教室

福井県 石井　綸 5年 小谷節子書道教室

福井県 小林　未咲希 6年 小谷節子書道教室

福井県 田中　ゆあ 6年 小谷節子書道教室

福井県 五島　寧々 4年 玄恭会山下書道教室

福井県 石田　梨紗 5年 玄恭会山下書道教室

福井県 瀧本　悠貴 4年 原珠崖書道教室

福井県 中村　ことみ 6年 原珠崖書道教室

福井県 山形　理紗 3年 田中書道教室

福井県 野村　丞維 4年 田中書道教室

福井県 山形　優斗 6年 田中書道教室

福井県 田部　愛佳 6年 書舎真鷺会

福井県 有田　愛 5年 石黒書道教室

福井県 三澤　綾乃 5年 石黒書道教室

福井県 渡邉　未来 6年 石黒書道教室

福井県 小村　歩 5年 稲木書道教室

福井県 中山　愛璃 6年 稲木書道教室

岐阜県 鶴田　さくら 4年 長森東小学校

岐阜県 河口　雄志 5年 ひよし教室

岐阜県 田中　翠晴 1年 市橋小学校

岐阜県 近藤　茉依 5年 一柳書道教室

岐阜県 佐藤　さくら 4年 悌友会山口教室

静岡県 大場　文翔 5年 ひだまり書院

静岡県 山下　暖佳 5年 凰扇書院

愛知県 廣中　一瑛 4年 丸山塾

愛知県 宇田　唯千花 4年 海陽塾

愛知県 鈴木　綾乃 5年 磯谷書道教室

愛知県 大村　允天 3年 有椿書会



愛知県 杉浦　実和 4年 有椿書会

愛知県 安藤　晴輝 5年 有椿書会

愛知県 佐野　てぃな 5年 有椿書会

愛知県 岩田　彩佳 6年 岡田塾

愛知県 中澤　芽依 6年 岡田塾

愛知県 鳥居　妃彩 6年 高岡総合学園

愛知県 土居　ゆりな 2年 水嶋書道塾

愛知県 篠原　百合咲 3年 水嶋書道塾

愛知県 安藤　彩葉 5年 水嶋書道塾

愛知県 杉渕　柊二 6年 井上小学校

愛知県 伊藤　里紗 2年 中山小学校

愛知県 伊藤　颯汰 4年 中山小学校

愛知県 畠山　叶汰 6年 さざん花教室

愛知県 前田　拳 5年 岩島禮子書道塾

愛知県 長田　愛菜 1年 桂華書道教室

愛知県 伊藤　花菜子 1年 水上書道塾

愛知県 浅井　優菜 2年 水上書道塾

愛知県 津田　彩優美 2年 水上書道塾

愛知県 和志武　匠 3年 水上書道塾

愛知県 伊藤　菜々子 4年 水上書道塾

愛知県 奥谷　優芽 4年 水上書道塾

愛知県 守田　麗央 5年 水上書道塾

三重県 加藤　慶真 1年 美丘書院

三重県 杉本　こころ 2年 美丘書院

三重県 中尾　梨愛菜 6年 美丘書院

三重県 丸山　慶寿 3年 佐藤書道塾

三重県 片岡　百花 6年 佐藤書道塾

三重県 佐藤　里海 3年 あかつき書道教室

三重県 安田　千佳乃 3年 あかつき書道教室

三重県 近藤　真奈 4年 あかつき書道教室

三重県 久保田　珠杏 6年 紫光書院

三重県 倉前　咲希 6年 紫光書院

三重県 佐野　杏果 6年 紫光書院

三重県 山際　迅 5年 翠悦書院

滋賀県 山田　朱鷺子 3年 上笠習字教室

京都府 平井　莉世 4年 浅野書道教室

大阪府 山根　義大 1年 古川一龍書道教室

大阪府 益原　凜 2年 古川一龍書道教室

大阪府 橋本　來子 3年 古川一龍書道教室

大阪府 大城戸　遥真 4年 古川一龍書道教室

大阪府 重岡　ゆずな 5年 古川一龍書道教室



大阪府 後藤　悠佑 3年 冨士波会阿倍野教室

大阪府 中山　千智 3年 冨士波会阿倍野教室

大阪府 池田　結菜 3年 日本書学研究会（一先会）

大阪府 古谷　糸 4年 日本書学研究会（一先会）

大阪府 蓮池　惺 6年 日本書学研究会（一先会）

大阪府 新子　彩良 1年 植西かきかたクラブ

大阪府 中野　心結 1年 植西かきかたクラブ

大阪府 阿波野　紗花 2年 植西かきかたクラブ

大阪府 大柿　とうこ 4年 植西かきかたクラブ

大阪府 麻中　智早 6年 植西かきかたクラブ

大阪府 米澤　雅貴 3年 茨木小学校

大阪府 米澤　拓真 5年 茨木小学校

大阪府 長尾　穂乃香 2年 髙萩書道教室

大阪府 𠮷田　楓未 2年 髙萩書道教室

大阪府 松尾　優衣香 5年 髙萩書道教室

大阪府 草野　初希 3年 麗鳳書院

大阪府 味本　有彩 5年 麗鳳書院

大阪府 後藤　友里 4年 内村泉陽書道教室

大阪府 宇田川　実咲 5年 内村泉陽書道教室

大阪府 黒田　悠友 5年 御池のびのび書道教室

大阪府 福地　由芽 1年 美楓書道会

大阪府 酒井　咲陽子 3年 美楓書道会

大阪府 古川　実莉 3年 美楓書道会

大阪府 辻井　愛璃 4年 美楓書道会

大阪府 𡈽橋　一空 4年 美楓書道会

大阪府 毛利　俊介 5年 美楓書道会

大阪府 山本　瑛万 5年 美楓書道会

大阪府 渋谷　すみれ 6年 美楓書道会

大阪府 西畑　美玖 6年 美楓書道会

大阪府 山下　莉乃 2年 若草会

大阪府 山下　結梨 4年 若草会

大阪府 梅村　愛結 3年 悠莉習字教室

大阪府 原　正悠 2年 絢光書院

大阪府 村田　優月 2年 絢光書院

大阪府 川口　恭 4年 絢光書院

大阪府 久次米　竣太 4年 絢光書院

大阪府 三枝　衣緒 4年 絢光書院

大阪府 片岡　優那 6年 絢光書院

大阪府 山本　紗耶 6年 清澄塾

大阪府 川﨑　心響 5年 ロゼ書道教室

大阪府 田中　蒼那 5年 ロゼ書道教室



大阪府 栩原　鈴 2年 あとりえ彩葉書道教室

大阪府 下元　茉夏 6年 あとりえ彩葉書道教室

大阪府 浜村　莉心 6年 あとりえ彩葉書道教室

兵庫県 樽本　怜依 3年 alive書写教室

兵庫県 髙橋　のどか 6年 alive書写教室

兵庫県 西村　紗菜 2年 摂南春秋書道院

兵庫県 山田　有好喜 2年 摂南春秋書道院

兵庫県 山田　愉結 4年 摂南春秋書道院

兵庫県 山下　功人 6年 摂南春秋書道院

兵庫県 中野　里音 2年 長谷川書道教室

兵庫県 藪　爽子 2年 書のおけいこ

兵庫県 木場　亮宏 4年 滴穂書法会

兵庫県 岡村　快莉 1年 津末野梅

兵庫県 田渕　紬 3年 津末野梅

兵庫県 岡村　脩汰 4年 津末野梅

兵庫県 岡村　亮杜 6年 津末野梅

兵庫県 桂　瑠杏 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 上田　莉世 5年 書ノ教室紫晃

兵庫県 綛谷　友唯 4年 麗萌書道教室

兵庫県 有野　由姫 6年 庵書院

兵庫県 小野　優月 4年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 室井　椋稀 4年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 飯田　貴子 5年 横山書道教室

兵庫県 富永　優花 5年 横山書道教室

兵庫県 岸　和奏 6年 横山書道教室

兵庫県 木南　莉杏 6年 横山書道教室

兵庫県 三木　開路 6年 横山書道教室

兵庫県 木戸　花香 6年 横山書道教室

兵庫県 川村　侑愛 2年 輝龍書道会

兵庫県 高山　結萌 5年 輝龍書道会

兵庫県 宗利　くるみ 5年 輝龍書道会

兵庫県 吉田　朱里 5年 輝龍書道会

兵庫県 西田　優莉奈 6年 輝龍書道会

兵庫県 濱本　陸人 6年 輝龍書道会

奈良県 中森　晴香 5年 片岡書道塾

奈良県 黒坂　希 1年 咲波書道教室

奈良県 篠田　詩乃 1年 咲波書道教室

奈良県 篠田　彩結 4年 咲波書道教室

奈良県 梶村　空美 1年 藤井書道塾

奈良県 谷原　沙結香 1年 藤井書道塾

奈良県 本多　紗彩 1年 藤井書道塾



奈良県 福西　清彩 3年 たかむち小学校

奈良県 福西　希彩 6年 たかむち小学校

奈良県 中江　卓路 3年 川端書道教室

奈良県 山城　稜大 4年 美佳書道教室

奈良県 吉本　青空 4年 美佳書道教室

奈良県 斧田　直子 6年 胡内松蘭塾

和歌山県 有井　琴乃 4年 煌陽会

和歌山県 井辺　美莉 5年 煌陽会

和歌山県 野田　明希 5年 煌陽会

和歌山県 小林　咲心 3年 木村書道教室

和歌山県 笠井　康弘 4年 木村書道教室

和歌山県 永江　右京 4年 木村書道教室

和歌山県 笠井　健玄 5年 木村書道教室

和歌山県 久堀　彩夢 6年 木村書道教室

和歌山県 北山　結香 1年 木坊子映紅書院

和歌山県 前田　開成 1年 木坊子映紅書院

和歌山県 岸田　旺真 2年 木坊子映紅書院

和歌山県 三好　ひな 4年 木坊子映紅書院

和歌山県 岩本　花梨 6年 上田書道教室

島根県 玉置　藍 5年 城北書芸院

岡山県 竹川　遙 1年 一滴書道会

岡山県 難波　晃 5年 一滴書道会

岡山県 熊木　心波 4年 墨香書道会

岡山県 石岡　紬 5年 墨香書道会

岡山県 加藤　葉奈 5年 墨香書道会

岡山県 島田　紗耶 6年 墨香書道会

岡山県 古川　大雅 6年 墨香書道会

岡山県 安田　后結子 4年 操水会

岡山県 岡安　莉侑 5年 操水会

岡山県 髙田　杏奈 5年 操水会

岡山県 三宅　皐太 6年 操水会

岡山県 松井　綾子 5年 彬象書道院

岡山県 岩﨑　碧凛 1年 藤原書道教室

岡山県 小山　栞奈 3年 藤原書道教室

岡山県 近重　建 3年 藤原書道教室

岡山県 藤原　麻衣 4年 藤原書道教室

岡山県 福島　由依子 3年 大橋翠汀書院

岡山県 西﨑　千青 4年 髙越書道教室

岡山県 生藤　紗知 6年 髙越書道教室

岡山県 宮部　紗衣 3年 清心書院

岡山県 大室　結愛 4年 清心書院



岡山県 渡辺　美月 4年 清心書院

岡山県 生田　千愛 5年 清心書院

広島県 柳谷　徳香 5年 土居塾

山口県 新道　光 1年 春園書塾

山口県 中村　ひまり 2年 春園書塾

山口県 木嶋　咲花 4年 春園書塾

山口県 梅川　ひなの 5年 蒼舟書院

山口県 岸田　真結子 6年 蒼舟書院

山口県 西　千晶 6年 橙香書道教室

徳島県 米田　埜乃 3年 山根書道教室

徳島県 廣澤　澄玲 1年 豊田書道教室

香川県 小比賀　俐心 3年 木村毛筆硬筆教室

香川県 東原　波琉 5年 藤井書道教室

愛媛県 越智　海花 6年 書道教室翔

高知県 須内　まひる 5年 森田書道教室

福岡県 清原　咲希 4年 秋山書道会

福岡県 城間　結葵 6年 秋山書道会

福岡県 田中　心菜 2年 日本書塾会伊都支部

福岡県 溝口　龍冴 5年 日本書塾会伊都支部

福岡県 松田　瑠夏 4年 近藤書道教室

福岡県 永島　音弥 5年 古川書道教室

福岡県 山本　玄舞 5年 古川書道教室

福岡県 高橋　ななみ 2年 清雲書院

福岡県 愛洲　陽花 3年 文綵会

福岡県 神開　凜 4年 文綵会

福岡県 永野　結子 5年 文綵会

福岡県 吉福　ことは 5年 文綵会

福岡県 金丸　美彩 6年 文綵会

福岡県 重松　香音 5年 しげまつ書道教室

佐賀県 中山　美玖 2年 楓苑書道塾

佐賀県 吉川　愛徠 3年 照峯書道教室

佐賀県 黒川　凛 5年 照峯書道教室

佐賀県 黒岩　楓士 3年 岡本貞華書道会

佐賀県 山口　にこ 1年 天翔書道会

佐賀県 堤　誠矢 6年 藤瀬書道教室

熊本県 古川　凛果 5年 光風会

熊本県 出口　玲 5年 泗水東小学校

熊本県 吉村　明優 4年 泗水小学校

熊本県 竹口　莉子 4年 玉扇書道教室

熊本県 蓑田　明恵 4年 みのだ書道教室

熊本県 上田　実咲 6年 みのだ書道教室



大分県 河内　桜諒 3年 鶴崎双雲書道会

大分県 泊　綺心 2年 錦織書道教室

鹿児島県 酒匂　詩織 6年 最上書道教室

鹿児島県 市山　和虹 5年 正峰書道塾

鹿児島県 岩下　逢一 2年 岩元習字教室

鹿児島県 松元　ゆきは 3年 本庄書道教室

沖縄県 入部　泰一 4年 梅花書道塾

沖縄県 上原　梨瑚 4年 梅花書道塾

沖縄県 石川　真央 5年 梅花書道塾

沖縄県 入部　智愛 6年 梅花書道塾

沖縄県 大城　純鈴 6年 梅花書道塾

沖縄県 金城　心春 1年 東穂書道塾

沖縄県 中村　愛紗 2年 東穂書道塾

沖縄県 西銘　詩乃 5年 東穂書道塾

沖縄県 伊波　結菜 6年 雲柳書道教室

沖縄県 久貝　友人 6年 雲柳書道教室

沖縄県 與那覇　光輝 3年 虹葉書道塾

沖縄県 高江洲　優 4年 虹葉書道塾

沖縄県 安里　空愛 5年 虹葉書道塾

沖縄県 石川　珠瑞 6年 茅原書藝會八重山支局

沖縄県 黒島　雫 6年 茅原書藝會八重山支局

シンガポール 石川　杏奈 3年 日本習字教育財団新加坡支部

シンガポール 和南城　孝介 3年 日本習字教育財団新加坡支部


