
都道府県 氏　名 学　年 団体名(塾・学校）

福島県 堀井　葵生 5年 赤松書道教室

群馬県 村井田　理 5年 泉の会

埼玉県 松尾　美明 3年 辻小学校

埼玉県 藤田　寛奈 5年 くれあ書道教室

埼玉県 黒川　陽菜 5年 大塚澄心書道教室

埼玉県 藤原　美紅 6年 永明塾

埼玉県 高山　莉実 4年 鴻墨会

千葉県 高橋　恋菜 6年 滝野書道教室

東京都 鈴木　瑛愛 4年 赤羽西ひまわり書道教室

東京都 前沢　海翔 6年 書に恋くらぶ

東京都 大塚　遥駕 5年 書法学院

東京都 原田　綺心 5年 書法学院

東京都 舟生　歩実 5年 書法学院

東京都 春日　陽葵 4年 月光原小学校

東京都 坂場　未来 2年 福田書塾

東京都 田中　優梨 5年 福田書塾

東京都 古川　真帆 5年 福田書塾

東京都 近藤　理恵 4年 月花書道

東京都　 粟生　紗都子 3年 工藤書道塾

東京都 平井　稟子 1年 彩光会

東京都 木河　由依菜 6年 のびのび書道教室

東京都 海野　千賀子 4年 宮林書道塾

東京都 鈴木　柑菜 5年 宮林書道塾

東京都 阪田　莉音 6年 宮林書道塾

東京都 海藤　愛依 2年 えんぴつアルファ書写書道教室

東京都 小峰　那津奈 2年 氷川小学校

東京都 貴田　翔太 3年 春燕書道会

東京都 小山　新衣奈 1年 羽村書道教室

東京都 佐藤　琴音 2年 さくら書道教室

神奈川県 福井　沙弥 6年 北見書道塾

神奈川県 関野　惠斗 5年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 金田　美空 6年 森習字教室

山梨県 宮川　莉歩 4年 押原小学校

長野県 加納　愛　 6年 琇華道場

新潟県 丹波　桃奈 4年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 漆原　奈瑚 6年 陽幸・彩明書道教室
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新潟県 渋谷　涼音 6年 陽幸・彩明書道教室

新潟県 結城　璃子 6年 陽幸・彩明書道教室

石川県 橋爪　りつ 6年 喜多書道教室

石川県 大谷　羽那 5年 堀端習字教室

石川県 関口　愛季夏 6年 堀端習字教室

福井県 松井　歩香 5年 柿木書道教室

福井県 田邊　帆々実 6年 柿木書道教室

福井県 西岡　幸笑 6年 柿木書道教室

岐阜県 河口　雄志 6年 ひよし教室

静岡県 金子　優奈 6年 ひだまり書院

静岡県 鈴木　沙実 6年 友会書道教室

静岡県 小林　咲葵 6年 さくらだ書道塾

愛知県 市川　柚芽 6年 磯谷書道教室

愛知県 加藤　亜子 4年 小垣江小学校

愛知県 加藤　希子 4年 小垣江小学校

愛知県 梅村　快星 5年 水嶋書道塾

愛知県 川口　葵生 4年 桂華書道教室

愛知県 澤村　彩子 4年 水上書道塾

三重県 福田　彩七 1年 美丘書院

三重県 佐藤　しずく 6年 河原田こども習字教室

三重県 中島　妃香 6年 河原田こども習字教室

三重県 稲垣　実佑 6年 あかつき書道教室

三重県 中尾　爽来 3年 翠悦書院

三重県 水野　晴菜 5年 翠悦書院

兵庫県 髙橋　律貴 5年 有香書道教室

兵庫県 小野　優月 5年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 吉田　琴音 6年 横山書道教室

兵庫県 山田　育美 2年 輝龍書道会

奈良県 松原　礼奈 6年 藤井書道塾

奈良県 竹島　美優 6年 川端書道教室

奈良県 松尾　康平 6年 川端書道教室

京都府 川角　星愛 4年 中筋小学校

大阪府 大城戸　遥真 5年 古川一龍書道教室

大阪府 阪井　涼太郎 6年 二川教室

大阪府 草野　初希 4年 麗鳳書院

大阪府 橋本　菜央 5年 御池のびのび書道教室

大阪府 山下　莉乃 3年 若草会

大阪府 露口　瑛梨 1年 絢光書院

大阪府 原　佳奈穂 6年 絢光書院



大阪府 元林　未桂帆 5年 ロゼ書道教室

大阪府 髭野　奈月 5年 石原書院

大阪府 真利　瑞希 5年 石原書院

大阪府 豊山　愛羽 6年 石原書院

岡山県 矢野　心椛 5年 HISTORY書道教室

岡山県 石岡　紬 6年 墨香書道会

岡山県 平丸　麗菜 6年 墨香書道会

岡山県 岩﨑　碧凛 2年 藤原書道教室

岡山県 岩﨑　遥陽 4年 藤原書道教室

岡山県 小山　栞奈 4年 藤原書道教室

岡山県 中嶋　咲月 4年 藤原書道教室

岡山県 苦田　陽真梨 2年 清心書院

広島県 柳谷　徳香 6年 土居遼風塾

山口県 石田　唯花 1年 林書道教室

山口県 橋本　こう 1年 春園書塾

山口県 新道　光 2年 春園書塾

山口県 梅川　ひなの 6年 蒼舟書院

徳島県 矢間　宥衣 6年 豊田書道教室

愛媛県 越智　心音 6年 日本習字波止浜支部

高知県 田部　百香 2年 山﨑書道教室

福岡県 瀬戸口　舞 6年 秋山書道会

福岡県 野田　みひろ 5年 文綵会

長崎県 馬場　大地 6年 いりぐち書道教室

大分県 江藤　莉奈 6年 鶴崎双雲書道会

大分県 泊　綺心 3年 錦織書道会

沖縄県 多和田　真理 6年 雲柳書道教室

シンガポール 黒澤　獅伝 6年 日本習字教育財団新加坡支部


