
都道府県 氏名 学年 団体名（塾・学校）

北海道 小山内　こころ 1年 在田書道教室

青森県 上山　夕翔 3年 日本習字若松教室

青森県 葛西　凌生 1年 東天書道会

青森県 工藤　紗月 1年 東天書道会

青森県 工藤　璃子 1年 東天書道会

青森県 奈良　ひより 1年 東天書道会

青森県 米村　紗彩 1年 東天書道会

青森県 小野　陽向 2年 東天書道会

青森県 小山　祐加子 2年 東天書道会

青森県 山本　七翠 2年 東天書道会

青森県 葛西　あいら 3年 東天書道会

青森県 白戸　葉奈子 3年 東天書道会

青森県 神　匠飛 3年 東天書道会

青森県 成田　來実 3年 東天書道会

青森県 成田　花菜 3年 東天書道会

青森県 山本　悠悟 3年 東天書道会

岩手県 堂前　詩乃 1年 城北書道教室

岩手県 瀬川　ちひろ 2年 城北書道教室

岩手県 佐々木　優羽 1年 奎葉習字教室

岩手県 伊山　愛華 2年 奎葉習字教室

岩手県 鈴木　秀司 2年 庭瀬教室

岩手県 中野　叶絵 2年 庭瀬教室

岩手県 大坪　琉那 3年 庭瀬教室

宮城県 佐々木　稜仁 1年 宮城晁仙書道会

宮城県 工藤　鈴々 3年 宮城晁仙書道会

秋田県 柴野　萌 1年 浅野書院

秋田県 大隅　稟子 2年 浅野書院

秋田県 佐々木　歩花 1年 白峰書院

秋田県 杉山　理依花 1年 白峰書院

秋田県 佐藤　拓夢 2年 白峰書院

秋田県 泉　友陽 3年 白峰書院

秋田県 佐々木　哲平 3年 白峰書院

秋田県 菅原　愛花 3年 白峰書院

秋田県 高橋　桃音 3年 白峰書院

福島県 五島　美空 3年 福島第三中学校

福島県 大森　祐歩 1年 高嶺会

福島県 鈴木　沙彩 1年 高嶺会

福島県 鈴木　美怜 1年 高嶺会

福島県 本田　彩貴 2年 高嶺会

福島県 向井　陽詩 2年 高嶺会

福島県 諸橋　和奏 2年 高嶺会

福島県 小野　彩音 3年 高嶺会

福島県 兼子　叶花 3年 高嶺会

福島県 鈴木　那夏 3年 高嶺会
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福島県 大山　綾仁 1年 赤松書道教室

福島県 菅原　杏樹 1年 赤松書道教室

福島県 森　日陽花 1年 赤松書道教室

福島県 浅井　花月 2年 赤松書道教室

福島県 一条　春歌 2年 赤松書道教室

福島県 星　蒼泉 3年 赤松書道教室

福島県 平子　誉人 3年 泉中学校

茨城県 星野　陽香 1年 真弓書道会

茨城県 加藤　美亜 1年 那珂湊中学校

茨城県 永井　明衣咲 2年 那珂湊中学校

茨城県 豊島　梨花 3年 友愛学院

茨城県 稲山　彩音 1年 二葉書道会

茨城県 松本　耀介 1年 二葉書道会

茨城県 松本　芽依 3年 二葉書道会

栃木県 渡邊　夢華 2年 翠石書院

栃木県 木下　結瑛 1年 戸田学園

栃木県 阿見　空羽夏 2年 戸田学園

群馬県 佐藤　珠友 1年 みずほ書道教室

群馬県 吾孫子　和那 2年 みずほ書道教室

群馬県 松本　れみな 3年 みずほ書道教室

群馬県 高篠　菜々子 2年 ひまわり書道教室

群馬県 前田　紗有 2年 一簣会

群馬県 内田　舞 3年 一簣会

群馬県 髙橋　結琳 1年 泉の会

群馬県 勝山　舞子 3年 泉の会

群馬県 板垣　苺恋 1年 書塾苗の会

群馬県 増田　安那 2年 祥蓮会

群馬県 坂本　千羽 3年 祥蓮会

群馬県 島村　美里 1年 バージョンアップスクール

群馬県 市川　栞 1年 滝下書道教室

群馬県 市川　慎一郎 3年 滝下書道教室

群馬県 芝崎　璃心 3年 生品児童館書道教室

埼玉県 陶山　結 2年 日本書鏡院

埼玉県 丹代　百香 3年 日本書鏡院

埼玉県 清水　沙優 1年 恵書道会

埼玉県 山野　彩夏 2年 恵書道会

埼玉県 古波津　璃子 2年 のざお書道教室

埼玉県 松瀬　朝香 3年 坂本書道教室

埼玉県 市嶋　姫依 1年 清香会

埼玉県 中島　夕葵 1年 清香会

埼玉県 深野　莉子 2年 赤石書道教室

埼玉県 佐藤　里桜 3年 赤石書道教室

埼玉県 丹羽　彩水 1年 くれあ書道教室

埼玉県 藤田　佐和 2年 くれあ書道教室

埼玉県 小野寺　啓太 2年 大塚澄心書道教室

埼玉県 神原　結愛 2年 彩香こはる書道教室

埼玉県 遠藤　桜花 2年 馬橋書道教室



埼玉県 遠藤　脩真 1年 きっかる書道会

埼玉県 山本　莉子 1年 きっかる書道会

埼玉県 宮之原　芽依 2年 きっかる書道会

埼玉県 矢島　瑠奈 2年 きっかる書道会

埼玉県 本田　桃果 3年 きっかる書道会

埼玉県 小平　佳穂 1年 清真書道会小平教室

埼玉県 吉田　茉央 2年 眞墨書道会

埼玉県 落合　このみ 3年 眞墨書道会

埼玉県 秋山　栞奈 3年 漢字とかなの書道教室

埼玉県 橋爪　慈 3年 第二中学校

埼玉県 保﨑　優 2年 栞書友会

埼玉県 小嶋　葵 3年 勝田書道塾

埼玉県 中野　琴心 1年 中西書写書道教室

埼玉県 滝澤　慶暉 3年 葦原中学校

埼玉県 上原　姫由 2年 金子書道教室

埼玉県 迫田　凜 3年 小桃会

埼玉県 蓮見　優 3年 太田中学校

埼玉県 藤井　紗姫 3年 西中学校

埼玉県 下河　美結 1年 春玲会

埼玉県 大塚　咲和 2年 春玲会

埼玉県 三浦　璃里子 2年 春玲会

埼玉県 島田　芽依 1年 鴻墨会

埼玉県 小野寺　美月 2年 堀越書道教室

埼玉県 角張　叶夏 3年 堀越書道教室

埼玉県 星野　日和 3年 お習字倶楽部

千葉県 増田　万葵 3年 西の原中学校

千葉県 半澤　舞 1年 泉書道教室

千葉県 𠮷田　澪央 2年 泉書道教室

千葉県 渡邉　久紗 3年 泉書道教室

千葉県 中村　斗翔 1年 滝野書道教室

千葉県 堀込　紗愛 2年 滝野書道教室

千葉県 笠井　響 1年 島毛筆書道

千葉県 春山　香凛 3年 高柳中学校

千葉県 稲熊　美早紀 2年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 田邉　さくら 2年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 西井　実咲 2年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 遠藤　望愛 3年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 松本　涼 3年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 中村　眞奈 1年 渚友会

千葉県 鈴木　黎 3年 水香会

千葉県 安西　蘭 2年 心和会

千葉県 前田　彩乃 2年 心和会

千葉県 木曽　瑞希 3年 心和会

千葉県 髙橋　芽吹 2年 姉崎東中学校

千葉県 鈴木　貴文 1年 書道教室書楽

東京都 五十嵐　奈桜 3年 九段中等教育学校

東京都 植村　実央 3年 九段中等教育学校



東京都 寺尾　怜人 3年 開成中学校

東京都 松本　桃実 2年 水元墨の会

東京都 安立　一呂花 2年 深川第六中学校

東京都 大西　惣太郎 2年 深川第六中学校

東京都 岡村　夏希 2年 みのり書道教室

東京都 東　優衣 1年 香蘭女学校

東京都 新居　美緒 1年 香蘭女学校

東京都 池谷　理紗 1年 香蘭女学校

東京都 岩﨑　友奏 1年 香蘭女学校

東京都 岩品　愛実 1年 香蘭女学校

東京都 産形　百花 1年 香蘭女学校

東京都 遠藤　友理香 1年 香蘭女学校

東京都 小幡　紀乃 1年 香蘭女学校

東京都 木村　友理奈 1年 香蘭女学校

東京都 桑本　桃菜 1年 香蘭女学校

東京都 小林　美咲 1年 香蘭女学校

東京都 清水　玲紗 1年 香蘭女学校

東京都 菅原　潤 1年 香蘭女学校

東京都 髙倉　茉央 1年 香蘭女学校

東京都 高橋　和花 1年 香蘭女学校

東京都 出村　天音 1年 香蘭女学校

東京都 時吉　祐生 1年 香蘭女学校

東京都 中林　愛瑠 1年 香蘭女学校

東京都 永野　有紗 1年 香蘭女学校

東京都 西田　凜 1年 香蘭女学校

東京都 羽山　舞 1年 香蘭女学校

東京都 増田　恵 1年 香蘭女学校

東京都 丸田　紗良 1年 香蘭女学校

東京都 三輪　桃子 1年 香蘭女学校

東京都 村井　裕菜 1年 香蘭女学校

東京都 安川　葵 1年 香蘭女学校

東京都 山之内　かのん 1年 香蘭女学校

東京都 山室　美貴 1年 香蘭女学校

東京都 山本　宇多葉 1年 香蘭女学校

東京都 渡邉　花菜 1年 香蘭女学校

東京都 秋吉　ゆりあ 2年 香蘭女学校

東京都 新子　夏央 2年 香蘭女学校

東京都 天堀　結乃 2年 香蘭女学校

東京都 大澤　ゆり 2年 香蘭女学校

東京都 岡本　優香 2年 香蘭女学校

東京都 金沢　侑紀奈 2年 香蘭女学校

東京都 神谷　ひかり 2年 香蘭女学校

東京都 日下　りりこ 2年 香蘭女学校

東京都 佐藤　寧 2年 香蘭女学校

東京都 篠田　帆乃 2年 香蘭女学校

東京都 清水　里桜 2年 香蘭女学校

東京都 清家　悠 2年 香蘭女学校



東京都 田原　千春 2年 香蘭女学校

東京都 中丸　瑚子 2年 香蘭女学校

東京都 橋本　紗香 2年 香蘭女学校

東京都 樋口　小春 2年 香蘭女学校

東京都 藤原　一葵 2年 香蘭女学校

東京都 松元　璃子 2年 香蘭女学校

東京都 森　美怜 2年 香蘭女学校

東京都 山中　理央 2年 香蘭女学校

東京都 吉田　瑠実 2年 香蘭女学校

東京都 和久　八重子 2年 香蘭女学校

東京都 井倉　瑠奈 2年 立正中学校

東京都 熊谷　一花 2年 立正中学校

東京都 佐藤　蒼生 2年 立正中学校

東京都 永田　結衣 2年 立正中学校

東京都 齋田　万里華 3年 立正中学校

東京都 榊　麻央 3年 立正中学校

東京都 松山　音美 3年 立正中学校

東京都 渡辺　隆矢 3年 立正中学校

東京都 三垣　菜々美 1年 書法学院

東京都 坂田　梨乃 2年 書法学院

東京都 鈴木　華怜 2年 書法学院

東京都 鈴木　くるみ 2年 書法学院

東京都 鄭　賀源 2年 書法学院

東京都 宮崎　レイ 2年 書法学院

東京都 龍　明希 2年 書法学院

東京都 丸尾　栞璃 2年 代々木中学校

東京都 德澤　史 2年 かな書道教室實心会

東京都 富永　愛梨 3年 かな書道教室實心会

東京都 白石　瑠花 1年 福田書塾

東京都 大谷　菜望花 3年 福田書塾

東京都 廣澤　桃子 3年 学習院女子中等科

東京都 佐々　穂乃果 1年 月花書道

東京都 庭田　ひかり 1年 月花書道

東京都 湯浅　桃子 2年 月花書道

東京都 丹野　和奏 3年 月花書道

東京都 石垣　沙綾 2年 大妻中野中学校

東京都 小松　湧世 1年 巣鴨中学校

東京都 松原　佳亮 1年 巣鴨中学校

東京都 森　駿太 1年 巣鴨中学校

東京都 秋谷　吉彦 2年 巣鴨中学校

東京都 石黒　哲生 2年 巣鴨中学校

東京都 岡本　二郎 2年 巣鴨中学校

東京都 施　定涛 2年 巣鴨中学校

東京都 永井　宏樹 2年 巣鴨中学校

東京都 長谷川　隼佑 2年 巣鴨中学校

東京都 米倉　怜飛 2年 巣鴨中学校

東京都 丸山　陽菜乃 1年 書庵さとう



東京都 萩原　結梨奈 2年 書庵さとう

東京都 宮脇　咲 2年 書庵さとう

東京都 近藤　璃美 2年 紫苑会書道教室

東京都 岡村　亜美 3年 紫苑会書道教室

東京都 藤井　芭名 3年 紫苑会書道教室

東京都 深澤　美遥 2年 石神井中学校

東京都 落合　菜月 2年 河野幸穂教場

東京都 北嘉多　莉歩 3年 武蔵野市立第六中学校

東京都 土屋　昂大 3年 工藤書道塾

東京都 澤本　琉生 1年 由木中学校

東京都 狩野　利歩 1年 中里書道教室

東京都 金子　真由香 2年 ことがわら学園

東京都 山口　実紗希 2年 ことがわら学園

東京都 関口　美夢 2年 第二中学校

神奈川県 山口　絢寧 1年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 高松　美優 2年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 浪江　愛奈 2年 日本書道教育学会有馬教室

神奈川県 市原　光琉 1年 蒔田中学校

神奈川県 伊藤　凜 2年 北見書道塾

神奈川県 鍵谷　沙樹 3年 如月会

神奈川県 幕田　尋 3年 本宮書芸学苑

神奈川県 氏家　美心 1年 秀香書道教室

神奈川県 牧野　穂花 1年 秀香書道教室

神奈川県 牧野　楓花 1年 秀香書道教室

神奈川県 尾籠　美里杏 3年 秀香書道教室

神奈川県 樫本　茉絢 1年 紫芳書道教室

神奈川県 中村　優喜乃 2年 朝友書院

神奈川県 髙本　怜奈 2年 金澤書道教室

新潟県 矢野　舞 3年 関原中学校

新潟県 高橋　幸大 2年 宮浦中学校

新潟県 古市　詩乃 3年 西中学校

新潟県 皆川　志帆 3年 栄中学校

石川県 宮田　桜夕 2年 紀ひととき書道教室

石川県 森田　冴優 2年 にしかわ習字教室

石川県 森　遥叶 1年 西南部中学校

石川県 表　優希 2年 西南部中学校

石川県 笹島　緋優華 2年 西南部中学校

石川県 宮川　桃夏 2年 西南部中学校

石川県 新谷　歩佳 3年 西南部中学校

石川県 水野　唯菜 3年 西南部中学校

石川県 高林　琉佑 3年 喜多書道教室

石川県 村上　ほのか 3年 喜多書道教室

石川県 石田　莉羽 2年 芦城中学校

福井県 大脇　徹平 3年 大脇書道教室

福井県 津田　葵 2年 小谷節子書道教室

福井県 城下　太秀 3年 睦書道教室

福井県 伊藤　千翔 2年 田中書道教室



福井県 兼八　悠 2年 田中書道教室

福井県 若林　美空 3年 鯖江中学校

福井県 嶋川　若葉 1年 柿木書道教室

福井県 馬野　愛海 3年 きらとも会

岐阜県 鈴村　奈々 1年 中央中学校

静岡県 大石　穂香 1年 友会書道教室

静岡県 渡辺　幸 1年 友会書道教室

愛知県 小野良　有芽 2年 南部中学校

愛知県 鳥居　紗妃 2年 磯谷書道教室

愛知県 上原　愛菜 1年 雄鳳書院

愛知県 鈴木　綾姫 2年 雄鳳書院

愛知県 稲垣　茉優 3年 雄鳳書院

愛知県 犬飼　美音 2年 あじさいの会

愛知県 三井　順子 2年 あじさいの会

愛知県 坂中　志帆 3年 あじさいの会

愛知県 川合　凪彩 3年 水嶋書道塾

愛知県 宮村　果蓮 2年 高岡総合学園

愛知県 杉谷　七海 2年 水上書道塾

愛知県 林　美喜子 2年 水上書道塾

愛知県 大矢　塔子 3年 水上書道塾

愛知県 高尾　莉世 3年 水上書道塾

愛知県 横井　花音 2年 幸潭書院

愛知県 柴田　実穂 3年 幸潭書院

三重県 金田　真梛人 3年 翠悦書院

三重県 安濃　慶倖 3年 西中学校

三重県 安田　美織 3年 真苑書道教室

滋賀県 小林　令奈 2年 東中学校

滋賀県 大西　菜由羽 1年 八千草教室

滋賀県 沙加戸　裕子 1年 上笠習字教室

京都府 福井　杏奈 3年 美育書心の会

大阪府 前田　美優里 2年 西中学校

大阪府 西原　愛結 3年 さくら書道教室

大阪府 麻中　智早 1年 植西かきかたクラブ

大阪府 明石　結衣 2年 明石書道教室

大阪府 南木　柚香 3年 明石書道教室

大阪府 氏本　紗綾 2年 麗鳳書院

大阪府 大橋　希帆 2年 麗鳳書院

大阪府 瀬尾　虹帆 2年 麗鳳書院

大阪府 河野　有希 1年 御池のびのび書道教室

大阪府 矢野　佳音 3年 御池のびのび書道教室

大阪府 松原　朱里 3年 はつが野教室

兵庫県 櫻井　歩那 1年 林宵会

兵庫県 木場　晴香 3年 滴穂書法会

兵庫県 上田　梨愛 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 桂　茉瑚 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 小林　愛來 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 遠藤　優里愛 2年 山本蘭逕書道教室



兵庫県 井出　乃愛 3年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 内藤　詩乃 3年 山本蘭逕書道教室

兵庫県 觀田　ほなみ 2年 横山書道教室

兵庫県 中川　和奏 2年 横山書道教室

兵庫県 圓尾　明日香 2年 横山書道教室

兵庫県 伊藤　里紗 3年 横山書道教室

兵庫県 池田　優月 1年 輝龍書道会

兵庫県 山本　みのり 1年 輝龍書道会

兵庫県 大鷹　彩千歩 2年 輝龍書道会

兵庫県 竹野　胡春 2年 輝龍書道会

兵庫県 池田　美央里 3年 輝龍書道会

奈良県 志村　今日花 1年 白友会書道塾

奈良県 中森　千紗 3年 大宇陀中学校

奈良県 片石　悠太郎 3年 咲波書道教室

奈良県 松原　由奈 2年 藤井書道塾

奈良県 福西　希彩 1年 高取中学校

奈良県 竹内　明日香 3年 川端書道教室

奈良県 梶原　千愛 1年 五條東中学校

奈良県 更屋　美桜 1年 五條東中学校

奈良県 窪田　愛夏 2年 五條東中学校

奈良県 窪田　実來 2年 五條東中学校

奈良県 桑田　真由 2年 五條東中学校

奈良県 坂田　彩音 2年 五條東中学校

奈良県 平林　蓮彩 2年 五條東中学校

和歌山県 的場　匠海 1年 煌陽会

和歌山県 齋藤　巧海 2年 煌陽会

和歌山県 前岡　沙弥 2年 煌陽会

和歌山県 長谷部　百恵 3年 煌陽会

和歌山県 中西　凛 2年 下津第一中学校

和歌山県 滝　天乃 2年 上田書道教室

和歌山県 堀江　結菜 2年 上田書道教室

和歌山県 間瀬　智香 2年 上田書道教室

和歌山県 津村　千尋 3年 上田書道教室

和歌山県 滝本　心絆 2年 野田書道教室

岡山県 磯野　愛悠 2年 芳田中学校

岡山県 難波　愛華 2年 一滴書道会

岡山県 廣山　小夏 2年 一滴書道会

岡山県 光畑　妃歩 3年 一滴書道会

岡山県 西本　日向子 3年 墨香書道会

岡山県 福岡　虹心 3年 墨香書道会

岡山県 吉田　真依 3年 墨香書道会

岡山県 小林　夕莉菜 1年 藤原書道教室

岡山県 吉田　千穂 3年 蓮月書院

岡山県 山田　桃実 2年 清心書院

岡山県 吉武　心咲 3年 清心書院

広島県 逸見　晋平 1年 広島大学附属福山中学校

広島県 伊東　琥子 2年 横段書道教室



山口県 石橋　亜樹 1年 春園書塾

山口県 山中　里愛 1年 春園書塾

山口県 勝本　愛子 3年 春園書塾

山口県 高橋　健太 3年 春園書塾

山口県 松本　和磨 1年 蒼舟書院

山口県 植田　匠 2年 蒼舟書院

山口県 松本　碧衣 1年 木の実書道そろばん教室

徳島県 眞貝　幸音 3年 山根書道教室

香川県 渡部　彩乃 3年 木村毛筆硬筆教室

香川県 女賀　結菜 2年 森西硬筆毛筆教室

香川県 北村　朋子 3年 森西硬筆毛筆教室

愛媛県 野田　怜那 1年 立花中学校

高知県 田部　藍彩 2年 山﨑書道教室

福岡県 園田　結衣 2年 睦墨の会

福岡県 城間　結葵 1年 秋山書道会

福岡県 杉野　桃子 2年 津留書道教室

福岡県 柴田　優 1年 近藤書道教室

福岡県 稲原　啓乃 2年 古川書道教室

福岡県 中尾　栞悠 1年 清雲書院

福岡県 中村　優南 1年 文綵会

福岡県 髙田　祐衣 2年 文綵会

福岡県 大屋　芭奈 3年 文綵会

福岡県 五島　佳菜子 3年 文綵会

福岡県 北原　桃 3年 昭代中学校

福岡県 梅﨑　すずらん 2年 しげまつ書道教室

福岡県 酒村　優月 3年 筑後北中学校

佐賀県 高場　美帆 2年 早稲田佐賀中学校

佐賀県 古賀　美智 3年 成穎中学校

佐賀県 黒川　みやび 2年 照峯書道教室

佐賀県 古賀　友萌 1年 岡本貞華書道会

佐賀県 古賀　日陽 2年 岡本貞華書道会

佐賀県 中島　莉麻 1年 藤瀬書道教室

佐賀県 中島　奈南 2年 藤瀬書道教室

佐賀県 松永　梨央 3年 藤瀬書道教室

佐賀県 柴田　瑛太朗 1年 松井書道教室

佐賀県 赤松　夏帆 1年 天翔書道会

長崎県 馬場　未来 2年 いりぐち書道教室

熊本県 小澄　咲弥 1年 泗水呉竹会

熊本県 林　美紀 2年 泗水呉竹会

熊本県 大久保　冴香 3年 泗水呉竹会

大分県 稲垣　琴波 1年 大塚書道教室

宮崎県 西川　和希 3年 宮崎大学教育学部附属中学校

鹿児島県 菊地　夏朋 2年 正峰書道塾

鹿児島県 前村　凛咲 2年 本庄書道教室

鹿児島県 篠原　凜 3年 馬場教室

鹿児島県 林　祐晴 3年 馬場教室

鹿児島県 大山　美海 3年 垂水中央中学校



沖縄県 松茂　良美杏 3年 東穂書道塾

沖縄県 中村　心咲 3年 浦西中学校

沖縄県 狩俣　亜佳 2年 雲柳書道教室

沖縄県 黄金　悠生 2年 蒼宮書塾

沖縄県 大城　俐緒 1年 虹葉書道塾

沖縄県 中澤　結愛 3年 大宮中学校

沖縄県 入嵩西　諄哉 3年 茅原書藝會八重山支局


