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楠 智尋硬筆中学３年 燿雨文部科学大臣賞

佐々木 涼毛筆中学３年 溪心文部科学大臣賞

菅原 愛硬筆中学１年 越友横山中国大使館賞

山城 碧生毛筆中学３年 舟華中国大使館賞

小島 泉穂硬筆中学１年 新里書写検協会理事長賞

齋藤 夕莉毛筆中学３年 長野書写検協会理事長賞

楠 智尋硬筆中学３年 燿雨大賞  硬筆

菅原 愛硬筆中学１年 越友横山大賞  硬筆

小島 泉穂硬筆中学１年 新里大賞  硬筆

荒木 彩歌硬筆中学３年 伊勢大賞  硬筆

林 実怜硬筆中学３年 東広大賞  硬筆

山城 碧生硬筆中学３年 舟華大賞  硬筆

山城 海来硬筆中学３年 舟華大賞  硬筆

今﨑 静さ硬筆中学２年 向日葵大賞  硬筆

小野 遥香硬筆中学２年 朝日大賞  硬筆

小野 心優硬筆中学２年 柳風大賞  硬筆

小林 日向子硬筆中学２年 璞２大賞  硬筆

鈴木 りか硬筆中学２年 海老名大賞  硬筆

髙山 愛香硬筆中学２年 末広大賞  硬筆

西川 さくら硬筆中学２年 青山大賞  硬筆

太田 凪咲硬筆中学１年 冬花大賞  硬筆

大野 結加硬筆中学１年 末広大賞  硬筆

小野田 涙硬筆中学１年 葵心大賞  硬筆

小林 心音硬筆中学１年 柳風大賞  硬筆

仲尾 理沙硬筆中学１年 水光大賞  硬筆

岡 拓篤硬筆小学６年 翠香大賞  硬筆

岸本 果歩硬筆小学６年 春香大賞  硬筆

日下部 ここみ硬筆小学６年 知多大賞  硬筆

長尾 桃佳硬筆小学６年 鷲羽大賞  硬筆

西野 陽大硬筆小学６年 北浦和大賞  硬筆

金井 基晃硬筆小学５年 越友横山大賞  硬筆

廣畑 奈々硬筆小学５年 鷲羽大賞  硬筆

森坂 莉心硬筆小学５年 紅雨大賞  硬筆

佐々木 涼毛筆中学３年 溪心大賞  毛筆

山城 碧生毛筆中学３年 舟華大賞  毛筆

齋藤 夕莉毛筆中学３年 長野大賞  毛筆

柴田 華帆毛筆中学３年 葵２大賞  毛筆

佐藤 春奈毛筆中学２年 溪心大賞  毛筆

佐藤 舞歩毛筆中学１年 溪心大賞  毛筆

古舘 歩奈毛筆中学１年 青山大賞  毛筆

黒川 梨子毛筆小学６年大賞  毛筆

篠﨑 寿莉毛筆小学５年 璞会大賞  毛筆

田原 遥毛筆小学４年 北浦和大賞  毛筆

小片 成美硬筆中学３年 ＮＳＣ準大賞  硬筆

佐藤 百花硬筆中学３年 桜草準大賞  硬筆

菅原 菜那硬筆中学３年 越友横山準大賞  硬筆

中川 綾乃硬筆中学３年 海老名準大賞  硬筆

中野 ひめな硬筆中学３年 西御準大賞  硬筆

石川 煌莉硬筆中学２年 華乃準大賞  硬筆

大崎 蒼硬筆中学２年 淡雅館山準大賞  硬筆

生越 真子硬筆中学２年 三芳準大賞  硬筆

鈴木 凜硬筆中学２年 志友第２準大賞  硬筆

谷口 綾乃硬筆中学２年 末広準大賞  硬筆

藤田 真穂硬筆中学２年 柳風準大賞  硬筆

加上 櫻子硬筆中学１年 鷲羽準大賞  硬筆

田中 佑樹硬筆中学１年 璞会準大賞  硬筆

林 舞陽硬筆中学１年 東広準大賞  硬筆

本堂 陽乃硬筆中学１年 越友横山準大賞  硬筆

横光 莉奈硬筆中学１年 北浦和準大賞  硬筆

石岡 蒼依硬筆小学６年 東広準大賞  硬筆

酌井 美空硬筆小学６年 伊勢東準大賞  硬筆

清家 真璃子硬筆小学６年 北浦和準大賞  硬筆

友永 美空硬筆小学６年 白水準大賞  硬筆

野田 真志硬筆小学６年 書楽準大賞  硬筆

伊藤 衣織硬筆小学５年 よつば準大賞  硬筆

関 結菜硬筆小学５年 璞会準大賞  硬筆

楠 智尋毛筆中学３年 燿雨準大賞  毛筆

村上 明日菜毛筆中学３年 溪心準大賞  毛筆

堀越 彩未毛筆中学２年 花畑準大賞  毛筆

朝野 心優毛筆中学１年 花畑準大賞  毛筆

段田 麻衣毛筆中学１年 北浦和準大賞  毛筆

山下 鈴花毛筆中学１年 葵２準大賞  毛筆

成毛 彩乃毛筆小学６年 北浦和準大賞  毛筆

山川 愛恵毛筆小学５年 朝日準大賞  毛筆

梶 恵里花硬筆中学３年 知多特別賞  硬筆

北原 花音硬筆中学３年 豊田特別賞  硬筆

近藤 優奈硬筆中学２年 朝日特別賞  硬筆

田中 優明奈硬筆中学２年 永千書道教
室

特別賞  硬筆

松本 莉奈硬筆中学２年 霞特別賞  硬筆

江良 さくら硬筆中学１年 北光一条特別賞  硬筆
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金安 奈々花硬筆中学１年 東広特別賞  硬筆

齊藤 絵心硬筆中学１年 大東特別賞  硬筆

田中 流優硬筆中学１年 海老名特別賞  硬筆

土井 咲乃硬筆中学１年 東広特別賞  硬筆

原 紅葉硬筆中学１年 白水特別賞  硬筆

朝日 遥香硬筆小学６年 岡山西特別賞  硬筆

今野 夏希硬筆小学６年 溪心特別賞  硬筆

佐橋 春乃硬筆小学６年 琳恵かきか
た教室

特別賞  硬筆

繋 結杏硬筆小学６年 めぐみ特別賞  硬筆

東 幹太硬筆小学６年 岡北特別賞  硬筆

東山 桜子硬筆小学６年 谷崎真美特別賞  硬筆

平田 翔真硬筆小学６年 友花特別賞  硬筆

森 三志朗硬筆小学６年 紫水特別賞  硬筆

森田 千智硬筆小学６年 めぐみ特別賞  硬筆

山本 あかり硬筆小学６年 琳恵かきか
た教室

特別賞  硬筆

山本 樹季硬筆小学６年 岡北特別賞  硬筆

米澤 総一朗硬筆小学６年 東広特別賞  硬筆

米津 愛里硬筆小学６年 葵心特別賞  硬筆

浅野間 悠人硬筆小学５年 甘泉特別賞  硬筆

井上 心乃硬筆小学５年 谷崎真美特別賞  硬筆

井上 実環硬筆小学５年 末広特別賞  硬筆

荻原 優月硬筆小学５年 七光台特別賞  硬筆

佐古田 結衣硬筆小学５年 北浦和特別賞  硬筆

佐々木 日向硬筆小学５年 東広特別賞  硬筆

柴田 姫来希硬筆小学５年 葵心特別賞  硬筆

德増 莉子硬筆小学５年 雅峰特別賞  硬筆

成澤 琢翔硬筆小学５年 北浦和特別賞  硬筆

橋本 葵依硬筆小学５年 よつば特別賞  硬筆

牧 恵里硬筆小学５年 朝日特別賞  硬筆

八木 梨静硬筆小学５年 聖翠特別賞  硬筆

弓削 明凜硬筆小学５年 香雲特別賞  硬筆

有原 舞羽硬筆小学４年 三芳特別賞  硬筆

小野 花澄硬筆小学４年 朝日特別賞  硬筆

小野田 澪硬筆小学４年 葵心特別賞  硬筆

辰巳 佳菜子硬筆小学４年 ＮＳＣ特別賞  硬筆

田原 遥硬筆小学４年 北浦和特別賞  硬筆

中川 未久硬筆小学４年 東広特別賞  硬筆

中村 愛琉硬筆小学４年 咲良特別賞  硬筆

難波 遥香硬筆小学４年 水光特別賞  硬筆

待木 結穂硬筆小学４年 宇賢教育学
院

特別賞  硬筆

渡辺 愛硬筆小学４年 東静特別賞  硬筆

足立 紗依硬筆小学３年 和慶特別賞  硬筆

興梠 葵硬筆小学３年 つ特別賞  硬筆

小島 祈梨硬筆小学３年 新里特別賞  硬筆

是友 葉月硬筆小学３年 翠香特別賞  硬筆

藤倉 来鞠硬筆小学３年 璞２特別賞  硬筆

松井 千明硬筆小学３年 めぐみ特別賞  硬筆

三木 康太朗硬筆小学３年 鷲羽特別賞  硬筆

三好 桃香硬筆小学３年 東広特別賞  硬筆

山下 莉奈硬筆小学３年 紅雨特別賞  硬筆

土山 莉央硬筆小学２年 都特別賞  硬筆

得津 杏珠硬筆小学２年 知多特別賞  硬筆

山本 佳奈硬筆小学２年 西御特別賞  硬筆

岡田 夏実硬筆小学１年 都特別賞  硬筆

新谷 三汰毛筆中学３年 青山特別賞  毛筆

後藤 志穂毛筆中学３年 溪心特別賞  毛筆

小野 遥香毛筆中学２年 朝日特別賞  毛筆

小野 澪央毛筆中学２年 朝日特別賞  毛筆

村越 希美毛筆中学２年 聖翠特別賞  毛筆

小野田 涙毛筆中学１年 葵２特別賞  毛筆

鈴木 陽葵毛筆中学１年 溪心特別賞  毛筆

中根 あいり毛筆中学１年 葵２特別賞  毛筆

南部 怜亜毛筆中学１年 葵２特別賞  毛筆

宮崎 優花毛筆中学１年 葵２特別賞  毛筆

横山 釉俐毛筆中学１年 宮野特別賞  毛筆

伊与田 悠太毛筆小学６年 葵２特別賞  毛筆

岡村 希咲毛筆小学６年 華蓮特別賞  毛筆

小野寺 凛毛筆小学６年 青山特別賞  毛筆

光野 成海毛筆小学６年 七光台特別賞  毛筆

齊藤 ゆう毛筆小学６年 良琴特別賞  毛筆

白水 怜有毛筆小学６年 葵２特別賞  毛筆

玉川 由梅毛筆小学６年 北総特別賞  毛筆

中川 莉緒毛筆小学６年 上池特別賞  毛筆

野口 茜毛筆小学６年 花畑特別賞  毛筆

柳谷 心美毛筆小学６年 葵２特別賞  毛筆

米津 愛里毛筆小学６年 葵２特別賞  毛筆

若林 宥成毛筆小学６年 朝日特別賞  毛筆

渡辺 桃毛筆小学６年 淡雅館山特別賞  毛筆

飛鳥川 晴貴毛筆小学５年 桜草特別賞  毛筆

新井 希乃花毛筆小学５年 北浦和特別賞  毛筆
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伊藤 衣織毛筆小学５年 よつば特別賞  毛筆

井上 心乃毛筆小学５年 谷崎真美特別賞  毛筆

大橋 和真毛筆小学５年 朝日特別賞  毛筆

小川 奈々毛筆小学５年 北浦和特別賞  毛筆

小野 友夏毛筆小学５年 溪心特別賞  毛筆

柴田 姫来希毛筆小学５年 葵２特別賞  毛筆

田渕 誠之助毛筆小学５年 朝日特別賞  毛筆

牧 恵里毛筆小学５年 朝日特別賞  毛筆

松原 遥毛筆小学５年 舟華特別賞  毛筆

米津 美佑毛筆小学５年 青鳳習字教
室

特別賞  毛筆

伊川 結海花毛筆小学４年 扇特別賞  毛筆

小曽根 凪毛筆小学４年 璞会特別賞  毛筆

小野 花澄毛筆小学４年 朝日特別賞  毛筆

笠間 梨那毛筆小学４年 北浦和特別賞  毛筆

黒川 泰志毛筆小学４年特別賞  毛筆

佐藤 美緒毛筆小学４年 溪心特別賞  毛筆

仲田 せあら毛筆小学４年 舟華特別賞  毛筆

難波 遥香毛筆小学４年 水光特別賞  毛筆

古舘 杏梨毛筆小学４年 青山特別賞  毛筆

山根 佑友毛筆小学４年 春香特別賞  毛筆

伊奈 朋夏毛筆小学３年特別賞  毛筆

入山 晴美毛筆小学３年 北浦和特別賞  毛筆

北原 和奏毛筆小学３年特別賞  毛筆

北村 文乃毛筆小学３年 春香特別賞  毛筆

興梠 葵毛筆小学３年 つ特別賞  毛筆

野澤 結愛毛筆小学３年 青鳳習字教
室

特別賞  毛筆

橋本 愛斗毛筆小学３年 古市特別賞  毛筆

渕澤 杏美毛筆小学３年 青山特別賞  毛筆

松本 理佐毛筆小学３年 古市特別賞  毛筆

大橋 宥生毛筆小学２年 朝日特別賞  毛筆

山口 妃菜毛筆小学２年 練馬特別賞  毛筆

山本 佳奈毛筆小学２年 西御特別賞  毛筆
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