
第四部 学童 

  

呉石賞 森光 啓太 藤野 えみり  

    

会長賞 望月 麻由 本家 望 木村 優那 

    

文化書道会賞 岡田 優花 海老名 輝 森内 愛菜 中島 亜結子 金谷 龍太郎 

 岡田 凛 田原 光貴 中村 日陽莉   

      

全日本書道連

盟奨励賞 福本 笑里 村上 綾音 

   

特別賞 浪瀬 雛雛  

   

特 選 大澤 茅波 片山 美佳子 布川 侑羽 松村 葵 磯部 望 

 中原 夏実 渋谷 栄子 酒井 俊輔 白金 拓也 山本菜々美 

      

団体賞 春葉書道会 岡書道教室 伊藤書道会 江渕書道教室 圭堂書道会 

      

金 賞 西 玲奈 小山 薫加 礒 悠人 室井 喬介 伊藤 涼 

 板垣 和花 三塚 花 海野 寛貴 小野寺 真優 佐々木可帆 

 山口 祐実 小笠原 美祐 君塚 莉央 前田 麻里 細井 唯子 

 田平 詩織 下田 春菜 濱田 都佳   

      

銀賞 渡辺 優菜 渡辺 萌音 田口 侑芽 青木 良祐 松原 颯花 

 猿田 衣織 武井 美樹 森 美蘭 中村 奈瑞菜 岡田 馨 

 小川 龍平 大澤 果波 岡田 航汰 陸建海 海野 真輝 

 西村 菜乃 小野寺 祐美 小笠原 千紗 野老山 舞 加賀美 萌愛 

 森下 葵 中西 結希乃 柴田 和 太田 名美 徳島 明日香 

 段下 莉穂     

  

銅賞 長谷川 小夏 鈴木 琉雅 弘光 莉琉 新開 怜奈 嶋田 遼太郎 

 白倉 六花 星野 碧衣 畠山 未羽 星野 爽香 佐々木 麻衣 

 嶋田 彰史郎 藤田 宏貴 大村 夏実 森本 圭 井田 瞳 

 瀧友 梨香 壹岐 美風 萩原 優里菜 齋藤 あや 中根 陽菜 

 伊勢戸 瑞生 伊勢戸 悠里 井本 光虹 寺田 麗理 大久保 大志 

 中堀 柚希 平井 彩夏 針口 わかな 小林 由佳 岡田 栞奈 



 橋詰 優衣 井上 陽菜 上西 稀夕 和田 詩菜 田島 典伽 

 水田 雄大 坂本 星蘭 吉村 美玖 藤本 美友 草野 歩香 

 堀内 美里 西 勇一郎 行貞 真緒 行貞 百香 高橋 ゆり 

 田口 祐衣 二瓶 優花 磯口 彩来 菊池 晃矢 寺田 愛唯 

 原 千聖 吉原 僚佑 雲野 愛己 長沢 朋香 吉田 凛 

 徳永 さくら 斉藤 純菜 白坂 彩 平井 良太 梅宮 陽子 

 岩下 海斗 川島 詞帆 池田 一晟 平田 来安 池田 聖凪 

 芳野 令奈 小島 彩花 大向 史織 箱守 拓海 内藤 慎吾 

 三橋 加暖 笠井 逢夏 藤井 志織 岡本 唯花 寸田 聡子 

 藤林 紗都     

 


