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い４ 一般 近代詩文書部 川田　洸翠 お８ 一般 随意部 山田　天葉
い４ 中二年 近代詩文書部 阿部　佳珠 お８ 一般 漢字縦書部 吉峰　清美
い４ 小四年 漢字半紙部 江川　小梅 お８ 一般 随意部 吉峰　清美
い４ 小四年 漢字半紙部 杉浦　心々 お８ 高一年 漢字縦書部 久保　明莉
い４ 小三年 漢字縦書部 桐山　大河 お８ 高一年 随意部 久保　明莉
う２ 一般 漢字縦書部 岩﨑　聖奈 お８ 小六年 漢字半紙部 山岸　亜織
う２ 一般 近代詩文書部 妹尾　光哲 お８ 小六年 随意部 山岸　亜織
う２ 高二年 硬筆部 青山　心咲 お８ 小五年 随意部 水本瑛之祐
う２ 中二年 漢字縦書部 石橋　るり お８ 小三年 漢字縦書部 林　瑠璃子
う２ 小六年 硬筆部 森里　紅杏 お８ 小二年 漢字半紙部 山岸　多良
う２ 小四年 漢字縦書部 山村　心花 か３ 一般 漢字半紙部 後藤　幸子
う２ 小三年 漢字半紙部 吉田りゅうと か３ 一般 随意部 坂口　禮子
う７ 一般 仮名半紙部 池口　咲峰 か３ 一般 仮名縦書部 坂本　繁子
う７ 一般 随意部 池口　咲峰 か３ 一般 硬筆部 櫻本　里美
う７ 一般 随意部 山田　秀峰 か３ 一般 近代詩文書部 西岡　孝夫
う７ 一般 漢字縦書部 山本　美峰 か３ 一般 随意部 濱田　盟子
お３ 一般 随意部 大島　瓶泉 か３ 一般 漢字半紙部 本田　俊朗
お４ 一般 随意部 板橋　青漣 か３ 一般 随意部 三浦　博江
お４ 一般 随意部 大橋　香煌 か３ 一般 随意部 八木　幸子
お４ 一般 随意部 竹井　恵子 か３ 一般 随意部 由比　芳賀
お４ 一般 随意部 中田　泉艸 か３ 一般 随意部 米田　愛子
お４ 小六年 漢字半紙部 石橋　真緒 か４ 一般 仮名縦書部 倉堀　香春
お４ 小五年 漢字半紙部 清水　玲那 か６ 一般 近代詩文書部 石飛　清華
お４ 小三年 随意部 小川　慈月 か６ 小六年 漢字半紙部 巽　　一紗
お４ 小三年 硬筆部 金光　恵大 か６ 幼稚園 漢字縦書部 高岡　美琴
お５ 一般 漢字半紙部 小林九九子 き１ 一般 漢字半紙部 赤井　啓華
お５ 一般 漢字縦書部 竹原　敬子 き１ 一般 近代詩文書部 赤井　啓華
お５ 一般 近代詩文書部 竹原　敬子 き１ 一般 仮名半紙部 上村　紅春
お５ 一般 随意部 竹原　敬子 き１ 一般 近代詩文書部 上村　紅春
お５ 一般 仮名半紙部 西田　和未 き１ 一般 硬筆部 川上　紅陽
お５ 一般 漢字半紙部 蓮沼　裕子 き１ 一般 硬筆部 川﨑　櫻華
お５ 一般 漢字半紙部 和田　麗幸 き１ 一般 近代詩文書部 徳永　紅音
お６ 一般 随意部 小林　美樹 き１ 一般 漢字半紙部 藤井　華舟
お６ 一般 仮名縦書部 中村　惠子 き１ 一般 硬筆部 古窪　琉樹
お６ 一般 近代詩文書部 橋本　美穂 き１ 一般 硬筆部 村山　桃紅
お６ 一般 随意部 平野　正行 き１ 中三年 硬筆部 古宇田愛音
お６ 高三年 硬筆部 肥田　風空 き１ 中三年 漢字縦書部 松山　結衣
お６ 幼稚園 漢字半紙部 眞門　　梓 き１ 中二年 近代詩文書部 中山　櫻子
お６ 幼稚園 硬筆部 水野　心智 き１ 中二年 漢字縦書部 羽藤　周馬
お８ 一般 近代詩文書部 太田　智子 き１ 小四年 漢字半紙部 川﨑　壱星
お８ 一般 随意部 小川紀代子 き１ 小三年 漢字縦書部 横﨑　夏歩
お８ 一般 漢字縦書部 中島　和子 き１ 小二年 漢字半紙部 光永　初花
お８ 一般 随意部 中島　和子 き１ 小一年 漢字半紙部 大西曜一朗
お８ 一般 漢字縦書部 中橋　　愛 き３ 一般 硬筆部 平田　敬子
お８ 一般 近代詩文書部 中橋　　愛 き３ 小六年 近代詩文書部 堀内　柑那
お８ 一般 随意部 中橋　　愛 き３ 小五年 硬筆部 神永　彩音
お８ 一般 仮名縦書部 西谷美佐子 き３ 小二年 漢字半紙部 熊谷　羽華
お８ 一般 随意部 藤原　朋子 さ３ 中一年 硬筆部 冷水　駿介
お８ 一般 随意部 真壁　照味 さ３ 小三年 近代詩文書部 永瀬　紗弥
お８ 一般 漢字縦書部 水嶋　和郎
お８ 一般 仮名縦書部 山田　天葉 次ページへ続く



さ９ 一般 随意部 池田　宇彗 つ８ 一般 仮名縦書部 深川　菖琳
さ９ 一般 随意部 栗下　由明 つ８ 一般 近代詩文書部 深川　菖琳
さ９ 一般 仮名半紙部 西野　扇港 つ８ 小五年 漢字半紙部 堀　　陽向
さ９ 高一年 漢字縦書部 中田　侑希 と５ 一般 随意部 大西　恵舟
さ９ 小六年 硬筆部 小林　莉音 と５ 一般 随意部 久米　美榮
さ９ 小四年 漢字縦書部 荻田　莉帆 と５ 一般 硬筆部 辻野　櫻月
し１ 一般 近代詩文書部 塩谷　正美 と５ 小五年 漢字縦書部 石村　奈穂
し１ 一般 随意部 平井　浩一 な３ 一般 漢字半紙部 岡村　京子
し１ 小五年 漢字半紙部 越智　来実 な３ 一般 漢字縦書部 川本裕美子
し１ 小四年 漢字縦書部 上原　茉子 な３ 一般 近代詩文書部 塚本　玲子
た１ 一般 漢字縦書部 東　　香寿 な３ 一般 近代詩文書部 渡部美和子
た１ 一般 随意部 東　　香寿 な３ 中二年 硬筆部 松本　愛未
た１ 一般 近代詩文書部 森　　観世 な４ 中三年 漢字半紙部 辻中　思衣
た１ 一般 近代詩文書部 森　　貞観 な４ 中一年 硬筆部 入江　優音
た１ 小五年 漢字縦書部 網代　有莉 な４ 小五年 硬筆部 辻中　詞喜
た４ 一般 漢字縦書部 奥田　祐子 な４ 小四年 漢字半紙部 太田　一葉
た４ 一般 漢字半紙部 奥村　由起 な４ 小四年 硬筆部 中越由美子
た４ 一般 近代詩文書部 奥村　由起 な４ 小三年 硬筆部 藤本麻衣奈
た４ 一般 漢字縦書部 金井　住江 な４ 小三年 漢字半紙部 山元　舞桜
た４ 一般 随意部 金井　住江 な４ 小二年 漢字半紙部 口野　心優
た４ 一般 随意部 坂上　葉南 な４ 小二年 硬筆部 下村　成耶
た４ 一般 漢字縦書部 古谷　直美 な５ 一般 漢字縦書部 中作　悠加
た４ 一般 随意部 古谷　直美 な５ 一般 漢字縦書部 升岡　桃紅
た４ 中三年 随意部 中西こころ な５ 一般 漢字縦書部 米澤　花恋
た４ 中一年 近代詩文書部 福島　梨央 は５ 一般 硬筆部 陣内　明美
た５ 一般 随意部 池村　美扇 は８ 小五年 漢字縦書部 中橋諒大郎
た５ 一般 漢字縦書部 小高　玲奈 は８ 小五年 硬筆部 中橋諒大郎
た５ 一般 漢字半紙部 杉原　陽子 ま１ 中二年 漢字縦書部 紀　　涼介
た５ 一般 随意部 手嶋　明泉 ま１ 中二年 硬筆部 吹田　　葵
た５ 一般 仮名縦書部 平谷　素堂 ま１ 小六年 漢字縦書部 水津　七音
た５ 高一年 漢字縦書部 工藤　琉名 ま１ 小六年 硬筆部 松岡　莉央
た５ 中一年 随意部 大山　佳芳 ま１ 小四年 硬筆部 真田　惇平
た５ 小四年 漢字半紙部 髙垣愛衣莉 み３ 一般 硬筆部 青山　紅泉
た５ 小四年 近代詩文書部 橋本　匠生 み３ 一般 近代詩文書部 角野　青翠
た６ 一般 近代詩文書部 杉本　　葵 む２ 一般 近代詩文書部 池内　　淳
た６ 一般 硬筆部 戸田　陽子 む２ 一般 漢字半紙部 池内　佳子
た６ 小二年 漢字半紙部 井上　拓士 む２ 一般 漢字縦書部 松木　恵子
た８ 中二年 漢字半紙部 小野　美羽 や２ 一般 漢字半紙部 泉田　胡桃
た８ 小六年 随意部 酒井　杏梨 や２ 一般 硬筆部 谷　　千鶴
た８ 小四年 漢字縦書部 伊藤　里咲 や２ 一般 随意部 細谷　靖典
た８ 小四年 随意部 伊藤　里咲 や７ 小六年 漢字半紙部 伊藤美莉奈
た８ 小二年 漢字半紙部 平田優太郎 や７ 小三年 漢字縦書部 猪岡　愛奈
た８ 小二年 随意部 山田　央菜 ゆ１ 小六年 漢字縦書部 神山　倫子
つ２ 一般 仮名半紙部 高尾　宇煌 ゆ１ 小三年 硬筆部 土井　芹奈
つ２ 一般 仮名縦書部 中田　桃煌 よ１ 一般 仮名半紙部 井口　静紫
つ２ 一般 漢字半紙部 伴　　玲煌 よ１ 一般 漢字縦書部 元古　悦子
つ２ 一般 随意部 伴　　玲煌 よ１ 一般 漢字半紙部 竹村久美子
つ２ 一般 近代詩文書部 松田　秀穂 よ１ 一般 近代詩文書部 中尾　幸子
つ２ 高二年 漢字縦書部 後藤早智子 よ１ 中二年 随意部 今福　咲穂
つ３ 一般 随意部 中尾　雅華 よ１ 中二年 近代詩文書部 中村　　匠
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よ１ 中一年 漢字半紙部 杉本あか理
よ１ 小五年 近代詩文書部 佐藤　賢亮
よ１ 小二年 近代詩文書部 山本　彩芽
よ２ 高二年 漢字縦書部 池田　萌華
よ２ 中三年 漢字縦書部 池田　彩乃
よ２ 中二年 硬筆部 岡邉　　怜
よ２ 中二年 硬筆部 公手　友彩
よ２ 中一年 漢字縦書部 道北　愛菜
よ２ 小六年 硬筆部 佐藤　太陽
よ２ 小六年 近代詩文書部 新谷　琉夏
よ２ 小六年 近代詩文書部 宮　真奈佳
よ２ 小四年 漢字半紙部 東　　和奏
よ２ 小四年 漢字半紙部 大浦　京花
れ１ 一般 漢字半紙部 市來　翠恵
れ１ 中一年 随意部 松原　葉月
れ１ 中一年 随意部 松原　美月
れ１ 小六年 近代詩文書部 髙尾知洋竣
れ１ 小五年 随意部 山田　夏己
れ１ 小四年 漢字半紙部 梶本　茉里
れ１ 小三年 近代詩文書部 池田　璃咲
れ１ 小一年 漢字半紙部 瀧本　湖子


