
都道府県 氏名 学年 団体名（塾・学校）

北海道 加藤　璃緒 6年 在田書道教室

北海道 長谷川　千紘 6年 在田書道教室

北海道 佐藤　勇樹 4年 平和小学校

北海道 柴山　晴司 4年 伏見習字教室

北海道 堀岡　結月 2年 礼文書道会

青森県 中村　心咲 3年 日本習字若松教室

青森県 国本　紗來 6年 日本習字若松教室

青森県 野呂　瞬翔 3年 東天書道会

青森県 平川　誠人 3年 東天書道会

青森県 齋藤　友里愛 4年 東天書道会

青森県 白戸　花歩 5年 東天書道会

青森県 福原　心美 5年 東天書道会

青森県 工藤　莉世 6年 東天書道会

青森県 花田　こはる 6年 東天書道会

岩手県 乙部　杏珈 4年 城北書道教室

岩手県 耕野　玲奈 6年 城北書道教室

岩手県 毛糠　碧乃 4年 庭瀬教室

岩手県 十文字　惺 5年 庭瀬教室

宮城県 大石　りさ 4年 八幡小学校

宮城県 半田　朱璃 6年 南中山小学校

宮城県 原　凜太郎 4年 教育書道研究会

宮城県 吉田　羽那 5年 宮城晁仙書道会

秋田県 佐藤　彩花 3年 白悠書院

秋田県 鈴木　颯馬 2年 白峰書院

秋田県 舘岡　葵 6年 白峰書院

秋田県 宮原　ことか 6年 白峰書院

福島県 小針　ののあ 2年 高嶺会

福島県 七海　華那 2年 高嶺会

福島県 平野　琉衣 2年 高嶺会

福島県 伊藤　愛 3年 高嶺会

福島県 坂本　遙香 4年 高嶺会
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福島県 廣澤　若奈 5年 高嶺会

福島県 藤田　彩芭 5年 高嶺会

福島県 小針　りりは 6年 高嶺会

福島県 渡辺　桜和 6年 高嶺会

福島県 讃岐　怜華 4年 赤松書道教室

福島県 大谷　恵生 2年 みとみ学園

福島県 北見　日那 4年 みとみ学園

福島県 唐司　椰々美 6年 みとみ学園

茨城県 坂口　楓恋 6年 白靜書院

茨城県 宇野　千歳 5年 書道研究双葉会

茨城県 小竹　里奈 6年 書道研究双葉会

茨城県 神　乃々華 3年 日本習字おおせき教室

茨城県 大竹　愛凛 5年 日本習字おおせき教室

茨城県 和田　日向 6年 かりま書道

茨城県 田中　佑季 1年 真弓書道会

茨城県 岡﨑　ゆめか 3年 真弓書道会

茨城県 小林　杏実 3年 真弓書道会

茨城県 藤井　いろは 4年 真弓書道会

茨城県 宮本　桜希 5年 真弓書道会

茨城県 大金　瑠華 6年 真弓書道会

茨城県 平山　穂乃花 6年 真弓書道会

茨城県 土子　凜 2年 瞳書道教室

茨城県 羽生　千愛 3年 瞳書道教室

茨城県 藤﨑　あいの 5年 瞳書道教室

茨城県 古市　叶恋 3年 二葉書道会

茨城県 栗原　梨那 5年 二葉書道会

茨城県 金久保　ゆきの 6年 二葉書道会

栃木県 笠松　柚希 4年 羽永書院

栃木県 野村　結菜 2年 研映社

栃木県 金子　芽生 6年 永嶋教室

栃木県 菅原　真希穂 6年 戸田学園

群馬県 市川　莉々華 6年 一簣会

群馬県 久保　壮輔 5年 泉の会

群馬県 長峰　唯華 5年 泉の会



群馬県 松田　櫂香 5年 泉の会

群馬県 今野　結香 6年 泉の会

群馬県 中村　薫 6年 泉の会

群馬県 入澤　心寧 4年 幸苑書道教室

群馬県 江原　叶絆 1年 祥蓮会

群馬県 板橋　陽菜 2年 祥蓮会

群馬県 坂本　羽美 6年 祥蓮会

群馬県 御園　雛音 5年 バージョンアップスクール

群馬県 田口　かん奈 5年 生品児童館書道教室

埼玉県 小泉　奈々葉 3年 恵書道会

埼玉県 小出　愛菜美 4年 恵書道会

埼玉県 𠮷岡　優花 4年 恵書道会

埼玉県 釣　瑞月 5年 恵書道会

埼玉県 緑川　資規 5年 恵書道会

埼玉県 山野　結衣 5年 恵書道会

埼玉県 石山　大仁 6年 恵書道会

埼玉県 小泉　里緒奈 6年 恵書道会

埼玉県 早川　珠俐 6年 恵書道会

埼玉県 山根　真莉王 6年 恵書道会

埼玉県 川本　芽依 4年 のざお書道教室

埼玉県 湯本　京花 4年 八木橋香春書道教室

埼玉県 髙杉　莉々果 5年 八木橋香春書道教室

埼玉県 成瀬　彩乃 3年 晨翔書道会

埼玉県 中村　真琴 5年 晨翔書道会

埼玉県 萩原　弥央 6年 晨翔書道会

埼玉県 髙澤　七実 3年 清香会

埼玉県 渋谷　百花 5年 清香会

埼玉県 橋　ひまわり 4年 赤石書道教室

埼玉県 米澤　愛梨 5年 赤石書道教室

埼玉県 松野　光 4年 くれあ書道教室

埼玉県 木下　絢斗 5年 くれあ書道教室

埼玉県 津野　柚月 5年 くれあ書道教室

埼玉県 松野　心 5年 くれあ書道教室

埼玉県 宮澤　結衣 5年 くれあ書道教室



埼玉県 男鹿　宏太朗 6年 くれあ書道教室

埼玉県 金澤　莉花 6年 くれあ書道教室

埼玉県 岸　彩央里 6年 くれあ書道教室

埼玉県 佐々木　香乃 4年 大塚澄心書道教室

埼玉県 福嶋　美鈴 5年 大塚澄心書道教室

埼玉県 青木　彩夏 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 和田　結暖 6年 大塚澄心書道教室

埼玉県 長渡　美鈴 3年 彩香こはる書道教室

埼玉県 今井　妃眞 5年 馬橋書道教室

埼玉県 岡田　陽翔 6年 馬橋書道教室

埼玉県 伊藤　夢夏 1年 きっかる書道会

埼玉県 齋藤　結音 2年 きっかる書道会

埼玉県 金子　碧音 3年 きっかる書道会

埼玉県 長尾　柚希 4年 きっかる書道会

埼玉県 富田　祥 6年 きっかる書道会

埼玉県 吉田　美花 6年 きっかる書道会

埼玉県 佐藤　綾 6年 椿山書道教室

埼玉県 平野　夏帆 6年 清真書道会小平教室

埼玉県 江里口　遥香 4年 一心書道教室

埼玉県 青木　莉音 6年 一心書道教室

埼玉県 吉田　千緒 1年 眞墨書道会

埼玉県 天野　匠 2年 眞墨書道会

埼玉県 田中　心悠 4年 眞墨書道会

埼玉県 西村　祥汰 4年 眞墨書道会

埼玉県 佐藤　優 5年 眞墨書道会

埼玉県 小林　莉央 6年 眞墨書道会

埼玉県 畠中　清花 6年 眞墨書道会

埼玉県 佐久間　凛歩 4年 華園書道教室

埼玉県 梅澤　健 5年 漢字とかなの書道教室

埼玉県 小原　夢乃 5年 漢字とかなの書道教室

埼玉県 澤田　帰蝶 5年 恵風会

埼玉県 矢代　瑠莉 5年 恵風会

埼玉県 藤森　羽菜 6年 葵書道教室

埼玉県 伊藤　和 6年 二葉書写書道教室



埼玉県 池上　歩楓 4年 永明塾

埼玉県 永島　唯人 4年 永明塾

埼玉県 大和田　梓 5年 永明塾

埼玉県 田村　真凰 5年 勝田書道塾

埼玉県 川合　周太郎 6年 東所沢小学校

埼玉県 梶浦　一颯 5年 設楽書道

埼玉県 和田　爽来 5年 設楽書道

埼玉県 村越　夕莉 2年 あゆみ習字教室

埼玉県 今井　咲良 6年 あゆみ習字教室

埼玉県 谷口　万葉 5年 小桃会

埼玉県 島津　莉桜 6年 小桃会

埼玉県 山石　彩乃 1年 塚田書道教室

埼玉県 原口　真理子 4年 塚田書道教室

埼玉県 松本　百果 4年 塚田書道教室

埼玉県 中野　晴太 2年 蘭月書道教室

埼玉県 川久保　朝葵 6年 蘭月書道教室

埼玉県 三鈷　莉乃愛 6年 春玲会

埼玉県 山口　塁生 1年 鴻墨会

埼玉県 松本　奏太 2年 鴻墨会

埼玉県 山口　橙真 3年 鴻墨会

埼玉県 島田　莉緒 4年 鴻墨会

埼玉県 渡邊　琉朱 3年 堀越書道教室

埼玉県 松本　結愛 4年 堀越書道教室

埼玉県 江ヶ崎　希美 5年 堀越書道教室

埼玉県 堀越　杜葉 6年 堀越書道教室

千葉県 青木　琴音 6年 日本習字み春野教室

千葉県 道家　未和 6年 はるこん書道教室

千葉県 茅野　笑彩 3年 泉書道教室

千葉県 江口　杏奈 5年 泉書道教室

千葉県 星野　愛実 6年 滝野書道教室

千葉県 川上　真央 6年 島毛筆書道

千葉県 櫻井　実紅 6年 島毛筆書道

千葉県 谷口　結菜 5年 麗仙書道会

千葉県 後藤　紅美子 6年 麗仙書道会



千葉県 戸邉　奏太 6年 高根台第二小学校

千葉県 笠谷　栞里 5年 三咲小学校

千葉県 山家　莉央 6年 前原書き方教室

千葉県 後藤　優芽 4年 書の教室

千葉県 堀岡　龍 6年 書の教室

千葉県 庭野　仁 6年 萱田南小学校

千葉県 西井　杏実 4年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 山中　陽瑠 2年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 今野　翔夢 3年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 芳村　奏和 3年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 松本　結衣 5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 6年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部・佐倉教室

千葉県 余湖　陽菜子 5年 藤里

千葉県 岡本　稀衣 6年 藤里

千葉県 伊藤　汰朗 6年 渚友会

千葉県 髙橋　彩花 3年 水香会

千葉県 佐野　日向花 3年 橘会

千葉県 早島　空太 5年 橘会

千葉県 鈴木　日菜子 2年 心和会

千葉県 鈴木　さな 6年 心和会

千葉県 川島　ひかり 6年 豊田小学校

千葉県 川名　結唯 6年 書道教室書楽

千葉県 長嶋　ゆめ 5年 紫晴会

東京都 草深　英宗 2年 白金の丘小学校

東京都 冨岡　祐衣 6年 日本女子大学附属豊明小学校

東京都 藤枝　果蓮 2年 沼野井書道教室

東京都 鈴木　凛歩 6年 沼野井書道教室

東京都 青野　美玲 4年 西新井小学校

東京都 落合　紗希 5年 書に恋くらぶ

東京都 喜多　敦士 5年 書に恋くらぶ

東京都 山﨑　里桜 6年 書に恋くらぶ

東京都 三谷　芽伊 6年 建翠書道会

東京都 宮城　咲彩 4年 五反田書道教室

東京都 宮本　佳昊 2年 みのり書道教室



東京都 松本　海鈴 3年 みのり書道教室

東京都 相楽　茉那 2年 髙岡書道教室

東京都 相楽　莉央 5年 髙岡書道教室

東京都 矢野　いろは 5年 髙岡書道教室

東京都 赤松　蕾 6年 髙岡書道教室

東京都 芝原　帆香 4年 書真

東京都 伊藤　駿斗 1年 書法学院

東京都 岩田　雄斗 2年 書法学院

東京都 越　貴啓 2年 書法学院

東京都 天野　昊凪 3年 書法学院

東京都 石塚　彩芽 3年 書法学院

東京都 今地　萌々香 3年 書法学院

東京都 塚越　一花 3年 書法学院

東京都 横井　柚月 3年 書法学院

東京都 岩田　采羽 4年 書法学院

東京都 小出　いちか 4年 書法学院

東京都 児玉　俊介 4年 書法学院

東京都 西舘　舜 4年 書法学院

東京都 肥後　佑季 4年 書法学院

東京都 久富　陽介 4年 書法学院

東京都 河原　圭佑 5年 書法学院

東京都 高橋　唯織 5年 書法学院

東京都 竹内　桃子 5年 書法学院

東京都 中沢　夕陽 5年 書法学院

東京都 舟生　勇介 5年 書法学院

東京都 横井　大雅 5年 書法学院

東京都 新井　悠冴 6年 書法学院

東京都 今地　美遥 6年 書法学院

東京都 野口　桜希 6年 書法学院

東京都 大河原　優杜 5年 かな書道教室實心会

東京都 洪　智妍 6年 かな書道教室實心会

東京都 山本　南 6年 かな書道教室實心会

東京都 若林　小華 6年 かな書道教室實心会

東京都 海老沼　心春 4年 月光原小学校



東京都 香島　伊吟 4年 月光原小学校

東京都 髙坂　日梛 4年 月光原小学校

東京都 柴田　龍ノ輔 4年 月光原小学校

東京都 鈴木　葵 4年 月光原小学校

東京都 増岡　悠太 4年 月光原小学校

東京都 藤田　怜生 5年 月光原小学校

東京都 溝井　天空 5年 月光原小学校

東京都 神山　はな 6年 月光原小学校

東京都 椎名　晄大 6年 月光原小学校

東京都 藤井　杜羽 6年 月光原小学校

東京都 松本　美澄 6年 月光原小学校

東京都 森本　七泉 6年 月光原小学校

東京都 渡邉　夏向 6年 月光原小学校

東京都 小野川　剛 5年 柿の木書道教室

東京都 衣笠　奏汰 5年 柿の木書道教室

東京都 村上　結菜 5年 柿の木書道教室

東京都 八木　南々帆 4年 貴司書道教室

東京都 新井　奏音 5年 貴司書道教室

東京都 鴛海　美音 4年 福田書塾

東京都 小林　梨夏 4年 福田書塾

東京都 髙木　莉那 4年 福田書塾

東京都 松野　朱寿珈 4年 福田書塾

東京都 日高　さえら 5年 福田書塾

東京都 湯川　寿々 5年 世田谷さくら書道教室

東京都 山口　響子 6年 上北沢小学校

東京都 倉持　優 1年 東京都市大学付属小学校

東京都 常永　悠斗 2年 東京都市大学付属小学校

東京都 近間　愛理 4年 東京都市大学付属小学校

東京都 常永　大誠 4年 東京都市大学付属小学校

東京都 熊谷　虹丸 6年 東京都市大学付属小学校

東京都 松田　心寧 4年 奈良書道教室

東京都 末次　誠太郎 5年 奈良書道教室

東京都 近藤　美絵 4年 月花書道

東京都 𠮷田　結香子 6年 蒼月会



東京都 阿部　琴子 6年 平林書道教室

東京都 戸田　心菜 6年 平林書道教室

東京都 穂積　優子 6年 平林書道教室

東京都 有村　和泉 4年 天雅書院

東京都 榎本　伊万里 3年 彩光会

東京都 横戸　未乃梨 3年 彩光会

東京都 小松﨑　千紗 4年 八王子書道会

東京都 森　春菜 6年 八王子書道会

東京都 西野　名桜 4年 萬福春翠書道院

東京都 石坂　理空和 5年 萬福春翠書道院

東京都 牧野　拓馬 6年 拝島第三小学校

東京都 石川　実和 1年 香福書道会

東京都 本多　葵衣 1年 ことがわら学園

東京都 松永　莉奈 3年 ことがわら学園

東京都 上田　桃子 4年 春燕書道会

東京都 上田　愛子 6年 春燕書道会

東京都 海老根　一愛 3年 書幸会

東京都 工藤　彩聖 4年 書幸会

東京都 小林　美琴 5年 羽村書道教室

東京都 上埜　百花 6年 羽村書道教室

神奈川県 古矢　双葉 3年 渡邊書道教室

神奈川県 関谷　健太 6年 渡邊書道教室

神奈川県 星加　芽衣 4年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 河田　枚里 5年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 高島　瑛茉 2年 野川書写教室

神奈川県 関　卯月葵 5年 野川書写教室

神奈川県 古賀　花穏 6年 浜一子ども会翆坡書道教室

神奈川県 劉　晴櫻 2年 横濱中華學院

神奈川県 井手　健太 1年 北見書道塾

神奈川県 杉水流　泰知 2年 北見書道塾

神奈川県 大島　寧華 5年 北見書道塾

神奈川県 谷口　鴻 6年 如月会

神奈川県 長野　晃大 3年 雪游書道教室

神奈川県 兵藤　乃々椛 6年



神奈川県 角田　舞帆 5年 杏花書院

神奈川県 村山　結菜 6年 本宮書芸学苑

神奈川県 林田　拓巳 3年 秀香書道教室

神奈川県 高橋　由衣 5年 秀香書道教室

神奈川県 高木　翔太 6年 ふたば書道会白珠書道教室

神奈川県 井腰　咲来 6年 紫芳書道教室

神奈川県 木曽　日陽 6年 朝友書院

神奈川県 横浜　天 5年 金澤書道教室

神奈川県 中村　梨花 6年 月城書道教室

山梨県 輿水　翔太 6年 桂花会

長野県 柏木　のどか 4年 杏秋書院

長野県 田口　花楓 3年 琇華道場

長野県 太田　夢乃 5年 哲塾・西駒書道会

新潟県 高橋　大輔 2年 紫竹山小学校

新潟県 池田　有里彩 6年 聖月塾

新潟県 小竹　咲希 3年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 関本　彩花 4年 陽幸・彩明書道教室

富山県 川上　創大 3年 美秀書道教室

石川県 松本　陽葵 6年 にしかわ習字教室

石川県 小泉　葵 5年 泉小学校

石川県 半田　紘太 5年 高尾台習字教室

石川県 入口　さつき 6年 喜多書道教室

石川県 山本　結衣 5年 堀端習字教室

福井県 石田　咲妃 6年 大脇書道教室

福井県 坂谷　ひまり 4年 小谷節子書道教室

福井県 澤田　桜美 4年 小谷節子書道教室

福井県 中村　心咲 4年 小谷節子書道教室

福井県 西本　百花 6年 小谷節子書道教室

福井県 鳥山　紬 5年 玄恭会

福井県 若林　美伶 4年 長橋嶺舟書道教室

福井県 田中　莉心 5年 長橋嶺舟書道教室

福井県 小林　かのん 2年 睦書道教室

福井県 佐々木　日緒里 4年 睦書道教室

福井県 田中　彩愛 6年 睦書道教室



福井県 安藤　怜 6年 田中書道教室

福井県 本好　美結 6年 田中書道教室

福井県 若林　そら 6年 惜陰小学校

福井県 八木　悠月 6年 書舎真鷺会

福井県 石塚　仁大郎 1年 柿木書道教室

福井県 吉沢　茉菜 1年 柿木書道教室

福井県 木下　瑛心 2年 柿木書道教室

福井県 入羽　唯愛 4年 柿木書道教室

福井県 本谷　姫華梨 4年 柿木書道教室

福井県 川嶋　悠暉 3年 稲木書道教室

福井県 小村　歩 6年 稲木書道教室

福井県 川上　紗季 6年 きらとも会

福井県 北川　大晴 6年 きらとも会

岐阜県 近藤　茉依 6年 一柳書道教室

岐阜県 服部　晶 4年 悌友会山口教室

岐阜県 佐藤　さくら 5年 悌友会山口教室

静岡県 内田　壮紀 3年 ひだまり書院

静岡県 大場　文翔 6年 ひだまり書院

静岡県 桝川　凛々花 4年 書三昧秋山支部

静岡県 澤入　ゆづ 2年 友会書道教室

静岡県 秋野　莉心 4年 友会書道教室

静岡県 鈴木　愛菜 6年 友会書道教室

静岡県 早川　沙英 6年 さくらだ書道塾

静岡県 三和　柚輝 4年 紫玉書院

愛知県 渡邉　芽衣咲 6年 小出書院

愛知県 今泉　奈穂 3年 丸山塾

愛知県 矢箟原　志稀 6年 丸山塾

愛知県 水野　浬 3年 海陽塾

愛知県 宇田  唯千花 5年 海陽塾

愛知県 半田　仁美 2年 磯谷書道教室

愛知県 戸田　莉里那 3年 磯谷書道教室

愛知県 大西　詩 5年 磯谷書道教室

愛知県 鈴木　綾乃 6年 磯谷書道教室

愛知県 大村　允天 4年 有椿書会



愛知県 石川　紗衣 6年 有椿書会

愛知県 仲本　安由乃 2年 雄鳳書院

愛知県 髙山　沙也 6年 雄鳳書院

愛知県 小野　こころ 4年 公文ＪＲ笠寺駅西書写教室

愛知県 坪倉　寧々 6年 輝厚会水野書道教室

愛知県 坂　梨湖 3年 あじさいの会

愛知県 溝渕　結彩 3年 あじさいの会

愛知県 赤澤　香 4年 水嶋書道塾

愛知県 岡村　煌斗 4年 水嶋書道塾

愛知県 安藤　陸 6年 水嶋書道塾

愛知県 小林　ひなた 6年 水嶋書道塾

愛知県 水嶋　紗良 6年 水嶋書道塾

愛知県 伊藤　颯汰 5年 中山小学校

愛知県 渡辺　由真 4年 大林小学校

愛知県 村瀬　朱音 6年 野見小学校

愛知県 山口　純佳 4年 高岡総合学園

愛知県 皿井　智也 5年 さざん花教室

愛知県 後藤　蒼汰 5年 さざん花教室

愛知県 伊藤　大智 6年 華苑習字教室

愛知県 新美　心都 5年 岩島禮子書道塾

愛知県 石田　夏帆 6年 岩島禮子書道塾

愛知県 近藤　みかこ 6年 岩島禮子書道塾

愛知県 日比野　彩代 6年 桂華書道教室

愛知県 伊藤　花菜子 2年 水上書道塾

愛知県 加藤　聖奈 2年 水上書道塾

愛知県 浅井　優華 3年 水上書道塾

愛知県 和志武　匠 4年 水上書道塾

愛知県 伊藤　菜々子 5年 水上書道塾

愛知県 奥谷　優芽 5年 水上書道塾

愛知県 藤田　結愛 6年 水上書道塾

愛知県 守田　麗央 6年 水上書道塾

愛知県 大城　結菜 5年 幸潭書院

愛知県 中村　紗子 6年 幸潭書院

三重県 中村　椎南 3年 美丘書院



三重県 藤原　亜美 3年 美丘書院

三重県 加藤　叶愛 6年 美丘書院

三重県 森本　季依奈 3年 常磐西小学校

三重県 川出　せら 6年 佐藤書道塾

三重県 榑林　巧 2年 あかつき書道教室

三重県 木全　梨栄菜 4年 あかつき書道教室

三重県 佐藤　里海 4年 あかつき書道教室

三重県 鈴木　絆那 4年 あかつき書道教室

三重県 渡邉　英馬 4年 あかつき書道教室

三重県 榑林　花音 5年 あかつき書道教室

三重県 出山　そのみ 6年 あかつき書道教室

三重県 渥美　穂乃花 6年 翠悦書院

三重県 前田　和 6年 翠悦書院

滋賀県 杉田　仁奈 3年 金田小学校

滋賀県 藤塚　和奏 1年 上笠習字教室

京都府 西本　葵 6年 くすのき小学校

大阪府 佐竹　志織 2年 古川一龍書道教室

大阪府 篠崎　麗乃 2年 古川一龍書道教室

大阪府 溝延　保乃華 2年 古川一龍書道教室

大阪府 益原　凜 3年 古川一龍書道教室

大阪府 嶺井　彩名 3年 古川一龍書道教室

大阪府 大石　紬 4年 古川一龍書道教室

大阪府 佐竹　陽茉莉 4年 古川一龍書道教室

大阪府 杉本　莉瑛子 4年 古川一龍書道教室

大阪府 森　咲良 4年 古川一龍書道教室

大阪府 山根　功大 4年 古川一龍書道教室

大阪府 安宅　竜ノ介 5年 古川一龍書道教室

大阪府 大久保　仁翔 5年 古川一龍書道教室

大阪府 清水　春果 6年 古川一龍書道教室

大阪府 中村　基維 6年 古川一龍書道教室

大阪府 藤井　愛 4年 冨士波会阿倍野教室

大阪府 住野　あんな 6年 さくら書道教室

大阪府 川口　陽葵 4年 日本書学研究会一先会

大阪府 古谷　糸 5年 日本書学研究会一先会



大阪府 大柿　宗太郎 2年 植西かきかたクラブ

大阪府 米澤　雅貴 4年 茨木小学校

大阪府 米澤　拓真 6年 茨木小学校

大阪府 佐野　悠希奈 5年 明石書道教室

大阪府 氏本　りら 3年 麗鳳書院

大阪府 木田　明希花 5年 御池のびのび書道教室

大阪府 澁谷　将吾 6年 御池のびのび書道教室

大阪府 萩森　心春 6年 御池のびのび書道教室

大阪府 飯田　彩乃 1年 美楓書道会

大阪府 土井　一澄 2年 美楓書道会

大阪府 植田　蒼空 1年 若草会

大阪府 植田　風香 3年 若草会

大阪府 傳野　珠生 1年 はつが野教室

大阪府 藤澤　倫太郎 1年 はつが野教室

大阪府 坂本　杏 2年 はつが野教室

大阪府 村田　祥大 2年 はつが野教室

大阪府 中野　珠希 3年 はつが野教室

大阪府 川﨑　悠生 4年 はつが野教室

大阪府 藤澤　里帆 4年 はつが野教室

大阪府 小川　紗奈 5年 はつが野教室

大阪府 中田　太郎 5年 はつが野教室

大阪府 山本　春 5年 はつが野教室

大阪府 風間　策 1年 絢光書院

大阪府 久次米　里音 2年 絢光書院

大阪府 原　正悠 3年 絢光書院

大阪府 田中　愛梨 5年 絢光書院

大阪府 西村　理子 6年 絢光書院

大阪府 中井　凜花 5年 清澄塾

大阪府 田中　蒼那 6年 ロゼ書道教室

大阪府 山下　志歩 6年 ロゼ書道教室

大阪府 藤田　梛々実 1年 石原書院

大阪府 池内　みおり 2年 石原書院

大阪府 井田　悠真 2年 石原書院

大阪府 杉本　桧莉 3年 石原書院



大阪府 橋本　朋樹 4年 石原書院

大阪府 南村　勇樹 4年 石原書院

大阪府 井田　莉央奈 5年 石原書院

大阪府 杉本　結良 5年 石原書院

大阪府 冨田　花乃音 6年 石原書院

大阪府 栩原　鈴 3年 あとりえ彩葉書道教室

兵庫県 小巻　知花 5年 岡本書写教室

兵庫県 野口　詩織 1年 有香書道教室

兵庫県 南野　翠 5年 alive書写教室

兵庫県 西田　早希 5年 摂南春秋書道院

兵庫県 星野　孝太 1年 長谷川書道教室

兵庫県 藪　爽子 3年 書のおけいこ

兵庫県 松本　桃佳 6年 書のおけいこ

兵庫県 松本　藍之介 1年 長谷川書道教室

兵庫県 岡村　脩汰 5年 津末野梅

兵庫県 西野　芽優 2年 書ノ教室紫晃

兵庫県 桂　瑠杏 4年 書ノ教室紫晃

兵庫県 小林　聖來 5年 書ノ教室紫晃

兵庫県 井手　もも香 3年 麗萌書道教室

兵庫県 北野　眞子 2年 庵書院

兵庫県 北野　愛子 6年 庵書院

兵庫県 坂井　杏優 6年 小林鳳玉

兵庫県 石中　涼花 3年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 薦田　真人 6年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 伊藤　綾我 5年 横山書道教室

兵庫県 徳永　晃盛 1年 輝龍書道会

兵庫県 川村　侑愛 3年 輝龍書道会

奈良県 内藤　絢愛 6年 白友会書道塾

奈良県 中森　晴香 6年 片岡書道塾

奈良県 植田　美結 4年 井上塾

奈良県 唐川　由梨 1年 咲波書道教室

奈良県 黒坂　希 2年 咲波書道教室

奈良県 篠田　彩結 5年 咲波書道教室

奈良県 西岡　虎汰朗 1年 藤井書道塾



奈良県 梶村　空美 2年 藤井書道塾

奈良県 本多　紗彩 2年 藤井書道塾

奈良県 八重嶽　隼 3年 藤井書道塾

奈良県 中尾　羽花 4年 藤井書道塾

奈良県 船田　好萌 5年 上嶋塾

奈良県 萬谷　美優 3年 越尾書塾

奈良県 中江　卓路 4年 川端書道教室

奈良県 丸居　千晃 3年 水本書道塾

奈良県 山城　稜大 5年 美佳書道教室

奈良県 辻本　莉子 6年 美佳書道教室

奈良県 淺野　莉音 6年 郡山西小学校

奈良県 石本　順一 4年 石本玉華書道教室

和歌山県 森𦚰　万葉 5年 中野上小学校

和歌山県 有井　琴乃 5年 煌陽会

和歌山県 岡本　梨瑠 2年 木村書道教室

和歌山県 小林　咲心 4年 木村書道教室

和歌山県 寺尾　颯悟 4年 木村書道教室

和歌山県 村岡　采音 4年 木村書道教室

和歌山県 笠井　康弘 5年 木村書道教室

和歌山県 笠井　健玄 6年 木村書道教室

和歌山県 稲葉　梨紗 1年 木坊子映紅書院

和歌山県 北山　結香 2年 木坊子映紅書院

和歌山県 南　日和 2年 木坊子映紅書院

和歌山県 栗山　凌馬 3年 木坊子映紅書院

和歌山県 橋本　結 3年 木坊子映紅書院

和歌山県 久保　禮史 4年 木坊子映紅書院

和歌山県 清山　宗大 4年 木坊子映紅書院

和歌山県 中西　天美 5年 上田書道教室

島根県 谷戸　笑 5年 持田書芸院

岡山県 宇津木　唯 5年 妹尾小学校

岡山県 工藤　岳 2年 一滴書道会

岡山県 山本　元 3年 一滴書道会

岡山県 沼野　柚果 6年 一滴書道会

岡山県 澤田　連 1年 早島小学校



岡山県 石﨑　雅人 4年 HISTORY書道教室

岡山県 田辺　穂香 5年 墨香書道会

岡山県 延原　海希 5年 操水会

岡山県 前田　紳志 5年 操水会

岡山県 安田　后結子 5年 操水会

岡山県 山本　真寛 5年 操水会

岡山県 髙田　杏奈 6年 操水会

岡山県 松永　譲希 2年 彬象書道院

岡山県 嘉数　陽莉 1年 藤原書道教室

岡山県 中嶋　柚月 2年 藤原書道教室

岡山県 水田　千尋 6年 大橋翠汀書院

岡山県 岡　春希 1年 丸山書道教室

岡山県 大倉　千世 5年 茶屋町小学校

岡山県 穐山　太一 1年 茶屋町小学校

岡山県 鎌﨑　泰地 1年 髙越書道教室

岡山県 石黒　沙紀 5年 髙越書道教室

岡山県 西﨑　千青 5年 髙越書道教室

岡山県 橋本　彩花 4年 蓮月書院

岡山県 久安　歩未 6年 蓮月書院

岡山県 大室　心愛 1年 清心書院

岡山県 藤井　あさひ 2年 清心書院

岡山県 宮部　紗衣 4年 清心書院

岡山県 上村　珀人 5年 清心書院

岡山県 佐伯　千尋 6年 髙谷習字教室

広島県 二村　陸斗 5年 岡﨑書道教室

山口県 木嶋　咲花 5年 春園書塾

山口県 田中　希 2年 林書道教室

山口県 藤村　結愛 3年 林書道教室

山口県 藤村　心結 5年 林書道教室

山口県 吉松　里菜 5年 林書道教室

山口県 伊藤　咲葵 6年 林書道教室

山口県 大林　奈央 6年 林書道教室

山口県 久保田　舟哉 6年 林書道教室

山口県 河﨑　莉子 5年 橙香書道教室



徳島県 米田　埜乃 4年 山根書道教室

徳島県 高島　葵 6年 豊田書道教室

香川県 佐々木　咲波 2年 木村毛筆硬筆教室

香川県 岡　佐希 4年 藤井書道教室

香川県 東原　百音 3年 森西硬筆毛筆教室

香川県 田中　美遥 4年 森西硬筆毛筆教室

香川県 福上　創太 5年 森西硬筆毛筆教室

香川県 池原　大喜 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 植松　泰生 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 児玉　和城 6年 森西硬筆毛筆教室

香川県 筒井　彩夢 4年 多田香華書道教室

香川県 川原　桜音 1年 博雅会

愛媛県 菊池　小百合 6年 日本習字城香書道教室

愛媛県 石崎　晴絆 5年 三島小学校

高知県 青木　寧々 4年 森田書道教室

高知県 山田　千尋 6年 森田書道教室

福岡県 小見山　湊母 3年 福間南小学校

福岡県 平　夏希 5年 髙本書道教室

福岡県 城戸　優月 4年 板付小学校

福岡県 岡田　理加 2年 景柳書道学会

福岡県 阿部　遥 6年 景柳書道学会

福岡県 庄村　実織 5年 津留書道教室

福岡県 関　友希 5年 大野東小学校

福岡県 栗原　友萌 3年 古川書道教室

福岡県 芦刈　心春 4年 古川書道教室

福岡県 野﨑　侑唯 4年 古川書道教室

福岡県 末永　凛花 6年 古川書道教室

福岡県 平野　結音 6年 古川書道教室

福岡県 髙田　侑亜 1年 文綵会

福岡県 愛洲　陽花 4年 文綵会

福岡県 柿野　寛貴 5年 文綵会

福岡県 末次　日菜子 6年 文綵会

福岡県 吉福　ことは 6年 文綵会

福岡県 北原　心 5年 昭代第二小学校



福岡県 沖石　優衣 6年 しげまつ書道教室

佐賀県 高尾　侑那 5年 照峯書道教室

佐賀県 石原　玄真 3年 楓苑書道塾

佐賀県 松井　智紀 5年 楓苑書道塾

佐賀県 大中　美乃梨 4年 三日月小学校

佐賀県 青山　楓 3年 藤瀬書道教室

佐賀県 岩橋　侑香 5年 藤瀬書道教室

佐賀県 田澤　音芭 6年 松井書道教室

熊本県 谷川　陽奈乃 4年 光風会

熊本県 大平　莉子 5年 光風会

熊本県 古川　凛果 6年 光風会

熊本県 吉村　明優 5年 泗水小学校

熊本県 井本　華乃子 6年 泗水小学校

熊本県 永井　耀 6年 佐髙書道教室

熊本県 深田　和花 5年 みのだ書道教室

熊本県 星永　直央 6年 みのだ書道教室

大分県 出口　紗羽 2年 鶴﨑双雲書道会

大分県 田中　邑奈 5年 鶴﨑双雲書道会

大分県 工藤　優理香 6年 鶴﨑双雲書道会

大分県 内田　桃花 2年 錦織書道教室

大分県 木下　心結 4年 大塚書道教室

宮崎県 姫野　菜央 2年 松山書道教室

宮崎県 丸田　萌寧 3年 松山書道教室

宮崎県 松田　京将 2年 植野書道教室

宮崎県 谷山　晴海 4年 植野書道教室

鹿児島県 佐々木　春哉 3年 最上書道教室

鹿児島県 最上　由依菜 5年 最上書道教室

鹿児島県 池水　晴香 4年 正峰書道塾

鹿児島県 川畑　愛理 4年 正峰書道塾

鹿児島県 王子田　駿 5年 正峰書道塾

鹿児島県 菊地　夢依 5年 正峰書道塾

鹿児島県 福永　喜大 6年 正峰書道塾

鹿児島県 今福　千晴 4年 岩元習字教室

鹿児島県 矢野　帆華 4年 岩元習字教室



鹿児島県 藤﨑　帆乃花 5年 岩元習字教室

鹿児島県 南園　桜花 5年 岩元習字教室

鹿児島県 永田　結愛 4年 馬場教室

鹿児島県 小峯　美咲 5年 馬場教室

鹿児島県 柿元　紬 6年 日本習字和支部

鹿児島県 下入佐　虹海 6年 日本習字和支部

沖縄県 仲宗根　詩乃 4年 梅花書道塾

沖縄県 高良　芽生 5年 梅花書道塾

沖縄県 安里　奏 2年 真栄原書道教室

沖縄県 安里　倫生 4年 真栄原書道教室

沖縄県 崎山　鈴夏 5年 雲柳書道教室

沖縄県 屋嘉比　麻愛 6年 雲柳書道教室

沖縄県 与那嶺　恋羽 6年 雲柳書道教室

沖縄県 志良堂　有桜 1年 虹葉書道塾

沖縄県 德田　奈乃羽 3年 虹葉書道塾

沖縄県 與那覇　光輝 4年 虹葉書道塾

沖縄県 高江洲　優 5年 虹葉書道塾

沖縄県 眞境名　洸貴 6年 虹葉書道塾

沖縄県 比嘉　杏芽 5年 浦崎書道教室

沖縄県 嘉陽　凜 6年 浦崎書道教室

沖縄県 范阮　真如 6年 溪雨書道塾

沖縄県 東江　結愛 3年 西小学校

沖縄県 仲村　友佑 6年 茅原書藝會八重山支局

シンガポール 塗師　こはる 2年 日本習字教育財団新加坡支部

シンガポール 福田　莉久 3年 日本習字教育財団新加坡支部

シンガポール 迫田　花楓 6年 日本習字教育財団新加坡支部


