
【金賞】
硬筆の部・幼稚園相当（学齢前）

粟根　奏太

石川　栞菜

岡崎　慎司

小田　啓人

小野　結士

北　智弥

黒田　栞夏

澤　春樹

茂田　征歩

新城　沙羅

末廣　頼都

住元　佑里香

髙橋　咲來

田口　碧馬

武田　菜々子

戸野川　りこ

根間　新

平岡　莉緒

舩坂　彩

南風原　涼鈴

宮田　結衣

村田　明花音

森山　彩葉

矢倉　麻帆

山崎　結

山本　直弥

吉川　眞生

米田　一葉

賴　結月

刎本　希乃椛

陈佳睿（中国）

陈佳慧（中国）

于楷辰（中国）



【金賞】
硬筆の部・小学校相当

秋葉　陽葵 加登本　健 錢本　しほ 浜田　浬英

秋光　隆矢 香原　杏月加 妹尾　大地 原田　真歩

荒谷　うらら 河田　栞奈 垰本  恵梨子 樋口　大志郎

有本　彩代 川鍋　樹 髙津  明季穂 平田　芽衣

安濃　ひなこ 河本　あずみ 高橋　咲羽 平田　芽佳

池田　凛花 岸本　莉奈 高橋　乃愛 福井　大地

石橋　直依 北田　芹音 竹末　絢 福澤　帆夏

市谷　惇 吉川　航生 田中　綾乃 福島　果歩

市原　紗季 木村　茉愛 田辺　結斗 福田　絢菜

市村　美杜 京才　悠陽 谷口　由依 福馬　成美

稲山　美咲 日下　莉瑠 谷村　紅葉 福本　葉月

井野上　陽大 草野　佑香 谷本　真悠子 藤井　こはる

今村　文音 櫛本　明平 塚原　陽南子 藤花　希子

岩城　美玖 国近　さくら 坪河　桜子 舩坂　咲

岩本　清花 久保　華夢射 德永　美月 古澤　七緒

岩本　有生 久保　百叶 富岡　葵 堀口　真渚

上田　有記 熊谷　岳斗 冨安　映太 本多　ほなみ

牛尾　佳愛 栗柄　明彩 友岡　晴志朗 前野　成美

内田　陸太 小泉　未央 内藤　幹士 益井　咲歩

梅村　菜々子 河内　紗花 中崎　梨紗 松尾　優賢

宇山　稟乃 小山　和奏 中島　瑞記 松繁　優奈

大出水　杏樹 坂田　諒 永田　萌々花 松田　莉央

大上　馨史 坂村　歩結 永田　理桜 松本　佳奈

大北　紗椰 佐々木　珠緒 中野　心結 松本　凛々子

大國　歌穂 茶谷　結　 楢原　里緒 松吉　杏紗

大下　真波 重田　梨那 西田　りこ 真鍋　颯琉

越智　日和 重本　恭典 西森　友美 三上　香晴

恩田　桜 島　由乃 萩原　紗希 三木　心葉

片岡　暖翔 十河　彩和 橋屋　芽衣 水上　彩葉

加藤　杏菜 白井　結唯 長谷川　恵子 水野　真愛

加藤　颯太 塩飽　拓真 濱　銀四郎 道﨑　奈緒

金子　梨乃 末田　真太郎 濱　志帆 道﨑　稜



【金賞】

宮成　心瑚 高涵梦（中国） 曹梓淇（中国）

持田　康成 杨依凡（中国） 崔云羲（中国）

森　琴羽 高钰瀚（中国） 李磐泽（中国）

森﨑　日葵 薛文玥（中国）

森廣　恭之介 王馨瑶（中国）

森本　都和 齐思铭（中国）

安田　千菜津 王梦喆（中国）

安田　文穂 李光耀（中国）

山口　千尋 李姝妤（中国）

山下  　杏 申子祥（中国）

山下　惠宥 魏延琦（中国）

山下　くるみ 张智坤（中国）

山下　優実 谢慧珍（中国）

山中　あさひ 刘祉蓦（中国）

山中　隆太郞 关锦廷（中国）

山端　大輝 孙浩渺（中国）

山本　向葵 原嘉辰（中国）

山本　唯愛 董安然（中国）

山本　悠人 白萱雅（中国）

吉岡　由紗奈 郑丝予（中国）

龍神　正長 曹炳欧（中国）

霊岳　優士 刘佳颖（中国）

鷲尾　真奈 尉辰浩（中国）

渡邉　修司 陈浩坤（中国）

赵梓淏（中国） 房靖恒（中国）

董锦汐（中国） 杜薰怡（中国）

安馨予（中国） 孙悦童（中国）

王一朵（中国） 党高宇彤（中国）

郭洛璞（中国） 温瑾宣（中国）

李佩霖（中国） 周昊宇（中国）

张璟尚（中国） 亢艺涵（中国）

刘艺辰（中国） 张宝仁（中国）



【金賞】
硬筆の部・中学校相当

尾崎　礼菜

生田　裕也

今野　莉稀　

魚本　未生

川本　百花

清永　強瑠

窪田　エマ

竹宮　未菜海

立山　紗礼

ディアオ　チャオユエ

戸田　夏帆

中村　希宝

西村　誌萌

長谷川　華宝  

浜田　紗英

檜山　侑花

藤井　優奈

水戸　心夢

宮本　ののか

吉光　柚乃

若津　華乃



【金賞】
硬筆の部・高等学校相当

東　史音 寺尾　心

井川　凜 德行　翔海

石川　大晟 仁井　遥香

井原　奨 箱﨑　瑞樹

岩堀　美夕 長谷川　優美

永瀨　麻里 服部　誠也

大久保　恒汰 濱尾　桃寧

岡﨑　美和 濱口　しほん

沖藤　祐志 秀島　悠斗

尾越　彩斗 平江　橘花

小山　涼凪 平田　桃杏

海瀬　飛鶴 藤井　理帆

垣内　徠 舩山　泰暉

木谷　羽那 堀　和史

北村　碧唯 松浦　悠太

木村　璃星 萬年　壮

清武　杏莉 宮地　美空

桑原　なゆみ 村上　月菜

合田　恭介 村田　陽紀

坂田　泰久 森本　寛大

佐藤　征賢 矢入　大知

塩津　一希 矢野　　楓

重本　晃輔 山下　蒼來

宍戸　心一 山下　恵斗

島川　将知 山住　幸弘

新地　美佑 山中　麻椰

杉山　愛純 山仁　正

髙橋　瑠依 和田　彩花

瀧　ひなた 渡邉　直美

竹内　萌花 渡邉　李萌

竹野　遼太郎

茶本　柑太



【金賞】
硬筆の部・一般（大学を含む）

天田　美有紀

飽田　美和

阿部　和子

大田　裕美

加藤　麻利亜

久保田　尚恵

菅　雅子

霊岳　倫子

中居　淳子

西川　彩加

西川　さとみ

矢野　一葉



【金賞】
毛筆の部・幼稚園相当（学齢前）

ザマン　メイウィッシュ　セイ

佐和田　愛菜

塩川　喜一

武島　寛來

與那覇　真誠

伴場　おはる

南風原　涼鈴

渡久山　兆



【金賞】

毛筆の部・小学校相当

秋本　展秀 金岡　幸太 重原  沙咲 東野　大和

粟村　美琴 金井　紗椰 清水　梨咲 東方田　慧士

石橋　直依 金井　琉那 白井　花梨 樋口　京美

石丸　陽菜 金本　美玖 白井　結唯 樋口　心美

石本　悠夏 亀山　咲希 新村　凛太郎 樋口　大志郎

伊藤　芽依子 川口　杏 杉田　笑里 飛多　華蓮

伊藤　ゆづる 神例　晃太朗 杉原　快斉 左田　美月

稲吉　実優 北　菜那実 諏訪田　心優 廣海　叶夢

氏房　瑠菜 北嶋　美香 高田　彩楽 扶川　愛莉朱

梅本　美由紀 北島　陽菜 忠　莉英 福岡　玲奈

江木　優月 北中  彩月 田中　香太朗 福島　教剛

江連　楓実 北中  美咲 田中　美和子 布野　夏音

江野口　伊織 木村　友里乃 谷口　花歩 古川　愛結

江畑　玲奈 木村　陽真 谷口　由依 古澤　七緒

大上　桜弥 清永　星聖 谷本　葉音 古澤　ゆ羽

大上　悠月 工藤　玲奈 田部　綾豊 保科　朱里

大竹　美羽 國廣　健基 田村　珠菜 細越　理仁

大谷　凜花子 久保田　晴翔 田本　凛帆 堀野　陽明花

大塚　瑛斗 栗柄　明彩 中尾　成美 槇野　夏帆

大西　春 小池　彩聖 永田　理桜 松浦　会咲

岡田　悠希 小池　梨代 中野　珠実 松本　椿

岡野　晴穂 小池　佑茉 中野　舞香 真鍋　颯琉

岡野　瑞樹 小泉　海斗 中村　美咲 増野　利愛子

小川　真依 小泉　怜央 中村　陽咲 巻幡　澪

沖野　隼摩 兒玉　ひなた 奈良　祐希 丸　せな

小田原　宏也 小堂　莉子 西出　俐駈 溝口　結望

越智　小晴 小山　芽依 西村　春乃 三谷　あいく

小野田　空翔 佐伯　美和 西本　裕加 道﨑　稜

勝田　莉杏藍 佐々木　和佳奈 野中　瑞生 宮浦　千佳

加藤　彩那 佐藤　英麗永 橋本　愛海 宗田　蒼生

加藤　颯太 佐藤　璃子 花山　琥海 森  久怜愛

加藤　菜美 佐山　碧唯 原　雪乃 森岡　和奏



【金賞】

森本　莉央 孙悦童（中国） 高晨兮（中国）

矢澤　翔太郎 乔莫涵（中国） 董锦汐（中国）

山口　千尋 师艺畅（中国） 曹梓淇（中国）

山口　結月 房靖恒（中国） 刘佳颖（中国）

山﨑　色彩 张宝仁（中国） 李成蹊（中国）

山﨑　夢 白珺瑶（中国） 原嘉辰（中国）

山田　麻里衣 韩佩呈（中国） 张智坤（中国）

山田　悠陽 郑丝予（中国） 马天喆（中国）

山本　心緒 李紫萌（中国） 徐皓轩（中国）

山本　朋佳 何奇霖（中国） 党高宇彤（中国）

山本　裕美 乔杺知（中国） 张艺帆（中国）

山本　唯愛 王梦喆（中国） 张荣焕（中国）

山本　結月 刘艺萌（中国） 李禾妤（中国）

山本　龍愛 高涵梦（中国） 郭斐帆（中国）

山本　朔 刘艺辰（中国） 李子妤（中国）

山脇　花菜 韩宜庭（中国） 康佳男（中国）

吉田　竜基 杨依凡（中国） 郭宸宇（中国）

高洋伊（中国） 薛文玥（中国） 温瑾宣（中国）

段家鲲（中国） 高钰瀚（中国）

张璟尚（中国） 李昕璞（中国）

贺智鑫（中国） 王馨瑶（中国）

贾志宸（中国） 李欣阳（中国）

李沐菡（中国） 李彦希（中国）

刘露涵（中国） 解济瑜（中国）

刘恒铭（中国） 吴卓航（中国）

吕颢隆（中国） 李彭辰（中国）

任柯宇（中国） 刘子蕙（中国）

赵玫萱（中国） 景雅旭（中国）

赵帅杰（中国） 刘思泽（中国）

刘祉蓦（中国） 余储含（中国）

李可欣（中国） 张益钒（中国）

梅傲（中国） 陈浩坤（中国）



【金賞】
毛筆の部・中学校相当

旭　杏奈 山中　結美

池田　かんな 吉光　柚乃

石井　遥菜 渡邉　彩織

石上　茉央理 景雅博（中国）

浦上　武士 李政瀛（中国）

大郷　心愛 李梓帆（中国）

尾形　宙紀 王裕航（中国）

賀谷　蒼 郝玥（中国）

金岡　陽菜 景雅轩（中国）

川本　百花

日下　凛之介

坂部　秀輔

佐竹　杏実

秦　千香子

杉田　実希

鈴木　櫻子

鈴木　颯太

田坂　楓

田中　海衣

中川　翔太

中田　有咲

中村　菜々

西村　誌萌

能登原　芽依

浜田　紗英

原田　夏希

船越　陸叶

前田　冴香

松岡　理子

松布　愛美

森下  愛唯

森西　紗弓



【金賞】
毛筆の部・一般（大学を含む）

加納　麻木

アルマギュル・カレロヴァ（ノルウェー）

大谷　英之

ディミトリ・イワンコフ（ノルウェー）

豊島　雅凰

近藤　知佳子

畑上　眞毅

野口　美空



【金賞】
文字デザインの部

青木　結菜

中﨑　健心

西山　真人

本田　友実


