
都道府県 氏　名 学　年 団体名（塾・学校）

青森県 齋藤　大河 1年 東天書道会

青森県 佐藤　舞子 2年 東天書道会

青森県 鎌田　泰輔 3年 東天書道会

青森県 佐々木　胡春 3年 東天書道会

青森県 花田　ほのか 3年 東天書道会

青森県 横山　龍桜 3年 東天書道会

岩手県 柳谷　咲希 2年 滝沢南中学校

宮城県 佐藤　愛美璃 1年 宮城晁仙書道会

山形県 佐々木　大河 2年 遊佐中学校

福島県 齋藤　ゆうあ 2年 川俣中学校

福島県 遠藤　愛心 1年 高嶺会

福島県 佐藤　ひなた 1年 高嶺会

福島県 和知　汐夏 2年 高嶺会

福島県 栗城　颯香 3年 赤松書道教室

福島県 八須賀　真優 3年 赤松書道教室

福島県 田中　こころ 2年 若草会平支部

福島県 阿久津　吏陸 1年 湯本第一中学校

茨城県 中根　綾香 2年 青葉中学校

茨城県 髙木　優心 1年 二葉書道会

茨城県 池野上　暖絆 2年 二葉書道会

茨城県 金久保　さくら 2年 二葉書道会

茨城県 高瀬　翔太 2年 二葉書道会

茨城県 細谷　琴音 2年 二葉書道会

栃木県 首藤　芽来 3年 作新学院中等部

栃木県 福冨　叶望 1年 宇都宮東高等学校附属中学校

栃木県 石川　葵唯 1年 羽永書院

群馬県 小林　司冴 2年 みずほ書道教室

群馬県 柳原　快地 2年 みずほ書道教室

群馬県 原　美梨花 3年 バージョンアップスクール

群馬県 御園　花音 3年 バージョンアップスクール

埼玉県 前林　瀬里 3年 日本書鏡院

埼玉県 宮﨑　久遠 1年 恵書道会

埼玉県 小出　菜々美 2年 恵書道会

埼玉県 萩原　悠衣 2年 晨翔書道会
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埼玉県 鯨井　梅 2年 雨春書院

埼玉県 松田　葉月 1年 大沼中学校

埼玉県 相原　一真 1年 きっかる書道会

埼玉県 井奥　徠耀 1年 きっかる書道会

埼玉県 井奥　彩耀 3年 きっかる書道会

埼玉県 福地　亜子 3年 きっかる書道会

埼玉県 大津　瑛 2年 勝田書道塾

埼玉県 安藤　凜 3年 勝田書道塾

埼玉県 加藤　愛桜 3年 勝田書道塾

埼玉県 河合　新翔 2年 塚田書道教室

埼玉県 四分一　こころ 2年 塚田書道教室

千葉県 佐藤　ゆめ葉 3年 日本習字み春野教室

千葉県 森　紗栄 2年 日本習字大穴南教室

千葉県 成島　快 3年 東邦大学付属東邦中学校

千葉県 桑原　栞乃 2年 全日本書芸文化院花成支部

千葉県 芳村　碧一 1年 日本書学研究会・一先会・藤寺支部佐倉教室

千葉県 小林　天音 2年 国分寺台西中学校

千葉県 小川　ひかり 1年 心和会

東京都 中野　花音 2年 白鷗高等学校附属中学校

東京都 三森　路瑠 2年 香蘭女学校

東京都 中村　勇志 1年 書法学院

東京都 一瀬　春奈 2年 書法学院

東京都 岩田　菜羽 2年 書法学院

東京都 龍　梓天 3年 書法学院

東京都 五味　健太 3年 福田書塾

東京都 別所　優月 1年 月花書道

東京都 高山 倫 3年 月花書道

東京都 小林　愛果 1年 石神井中学校

東京都 青野　陽斗 3年 聖徳学園中学校

東京都 横戸　沙記 1年 彩光会

東京都 福田　ひかり 2年 中里書道教室

東京都 大久保　美咲 1年 えんぴつアルファ書写書道教室

東京都 髙野　美心 1年 青梅市立第二中学校

東京都 佐藤　彩音 2年 さくら書道教室

東京都 中島　里袈 2年 さくら書道教室

神奈川県 福田　萌乃 3年 竹内書道教室

神奈川県 関　莉果 3年 青山学院横浜英和中学校



神奈川県 石川　結衣 3年 日本習字横浜戸塚支部

神奈川県 大塚　優衣 2年 秀香書道教室

神奈川県 新見　日彩 3年 秀香書道教室

新潟県 新保　心菜 2年 新潟大学附属長岡中学校

新潟県 磴　碧珠 3年 新潟大学附属長岡中学校

福井県 𠮷田　悠華 2年 小谷節子書道教室

岐阜県 杉山　菜々子 2年 中央中学校

愛知県 山田　柊 3年 前林中学校

兵庫県 福田　紗七海 3年 alive書写教室

兵庫県 小林　あん 3年 書ノ教室紫晃

兵庫県 田代　縁 3年 横山書道教室

兵庫県 テルファ　美葡 1年 輝龍書道会

兵庫県 白井　沙季 3年 輝龍書道会

奈良県 宮井　唯菜 2年 川端書道教室

和歌山県 新宅　彩耶香 3年 煌陽会

和歌山県 稲葉　千紗 2年 木坊子映紅書院

山口県 末光　瑠羽香 2年 日新中学校

山口県 石橋　杏実 3年 春園書塾

香川県 岡　愛姫 2年 藤井書道教室

香川県 北島　美緒 1年 森西硬筆毛筆教室

香川県 平井　優彩 3年 森西硬筆毛筆教室

愛媛県 阿部　琴美 3年 立花中学校

愛媛県 仁木　杏 2年 三島西中学校

佐賀県 星本　京香 3年 武雄青陵中学校

佐賀県 金岩　成美 1年 松井書道教室

大分県 林　由依 2年 鶴﨑双雲書道会

宮崎県 木原　眞央 2年 松山書道教室

鹿児島県 尾込　心々寧 2年 正峰書道塾

鹿児島県 髙味　美羽耶 2年 正峰書道塾

鹿児島県 内田　実玖 1年 岩元習字教室

沖縄県 上床　歩華 3年 梅花書道塾

沖縄県 波照間　文香 2年 虹葉書道塾

沖縄県 志良堂　倫太郎 3年 伊江中学校

シンガポール 中村　慧美 2年 日本習字教育財団新加坡支部


