
【銀賞】
硬筆の部・幼稚園相当（学齢前）

朝比奈　大和 中西　亮太

荒谷　葵 西村　みさき

安藤　優芽 猫本　尚雅

井上　琴美 野田　侑之介

宇吹　桔子 原田　彩蘭

梅田　悠希　 原田　典輝

大出水　統里 伴場　おはる

奥田　紘也 福森　千椛

掛　颯太 藤井　美衣

勝連　健斗 藤井　美羽

川﨑　悠生 古謝　広裕

河田　慶太 マーシュ　ヴィクトリア

川中　里穂子 升本　親臣

閑　柚衣佳 都　羽花

久保田　勇人 森蔦　公晴

栗棟　直生 森脇　尚生

越智　俊晴 八木　優芽花

崎部　遥斗　 山崎　聖夏

ザマン　メイウィッシュ　セイ 米村　紗香

佐和田　愛菜 脇水　遥香

新城　風卯璃

須川　惺太

須原　環

妹尾　彩也乃

空久保　咲七

竹下　実杏

武島　寛來

田多良　茉央

田中　瑛絃

角田　一真

土居　穂月

與那覇　真誠



【銀賞】
硬筆の部・小学校相当

秋本　展秀 大出水　陽汰 加藤　菜美 佐藤　泰地

味元　雅紀 大久保　漣 金尾　善生 佐藤　智明

安部　康太郎 大迫　柚稀 神本　桃羽 佐山　誠悟

荒井　智菜 大下　るり 亀田　光正 四方　柚希

安藤　羽真 大下　和真 鴨野　結人 重本　瑞季

池廣　実咲 太田　楓夕 川口　みこ 四宮　風和

石川　陽菜 太田　莉乃 河村　聡介 四宮　木椛

石河内　杏 大塚　夢々 河村　拓実 柴崎　志太

泉谷　莉希 大塚　梨夢 神田　奈都 志水　日花莉

泉本  菜の花 大西　航平 神田　陽向 下谷　さほ

井手本　紗奈 大森　陽仁 神例　晃太朗 正田　夏海

伊藤　芽依子 岡　あみり 菊地　かほ 城岸　輝翔

伊藤　桃侑子 岡　胡花 吉川　七美 菅　陽希

稲田　琉月 岡崎　由依 城戸　ことこ 空本　琉伽

井上　あおい 岡田　匠介 京才　璃空 高津　奏智

井上　紗良 岡田　椋太 國廣　健基 高場　啓仁郎

井上　遥陽 岡村　雫 久保　彩加里 髙橋　真悠子

猪熊  沙那 小川　愛生 熊澤　奏人 瀧本　さくら

今野　さくら 沖　凌大 栗川　梓乃 竹末　洸

岩井　凌央 奥村　凛 くりす　はな 竹村　千怜

岩崎　優衣 越智　小晴 小泉　海斗 竹村　優花

岩田　千凪美 踊場　　悠 甲元　佑樹 田中　浩大

植木　叶登 踊場　姫愛 小島　慎之助 田中　浩大

上薗　みのり 小原　綾馬 兒玉　あかり 田中　慎一郎

上橋　碧斗 影山　由奈 児玉　笑理 田中　美和子

上橋　花菜 柏　璃々菜 小松　玲 田中　龍之介

牛尾　理愛 香月　澄玲 齋藤　葵依 谷池　悠星

内田　蓮音 勝田　莉杏藍 坂井　絢日 谷村　健太郎

内村　有希 賀戸　駿友 櫻河内　智人 種邑　祐貴

梅村　茉由子 賀戸　理央 佐光  美月 田原　康輝

占部　莉々香 加藤　咲葵 迫本　かえで 田伏　空音

江西　希美 加藤　新大 佐藤　千優 田村　茉奈



【銀賞】

陳  彤 原田　航成 松尾　咲良 山本　洵太朗

鄭于　琬瓔 張　明日香 松岡　さつき 山脇　花菜

鄭于　順瓔 日浦　新菜 松村　美和 横山　菜乃

寺川　大智 左津前　樹 松本　大翔 横山　芭菜

得津　彩香 左津前　美桜 巻幡　杏 𠮷国　希望

戸部　福乃 日根　啓輔 丸子　寧大 良本　晄介

友岡　士悠馬 平岡　明篤 三上　紘我 良本　蓮慈

友清　美緒 平岡　旺大 三上　真輝 龍神　真優

中島  飛和 平田　凌大 右島　和佳 渡邉　翔太

長田　龍之介 廣川　琉 三谷　あいく

中野　陽菜 広島　舜大 水戸　望乃華

中村　聡 廣瀬　敬佑 皆川　大輝

中山　まほろ フェルナンデスるな 三原　楓羽香

楢原　紗苗 福田　潤 宮浦　可奈

西　啓太 福永　真央 宮浦　千佳

西川　結菜 福森　千桜 宮島　蓮仁

西田　尚也 藤岡　亮翔 向井　義順

西野　莉奈 藤解　柚希 宗藤　光希

西村　心陽 藤本  優歩 村上  優奈

西本　祐輔 藤本　美結 森本　花なで

野村　佳穂 藤原　実夢 森山　遥香

ﾊﾞｰｽﾞ ﾃｲﾗ結里 藤原　礼 矢倉　柚羽

萩原　詩緒里 古川  果穂 山内　みずほ

橋詰　茉優 古澤　ゆ羽 山口　照未

橋屋　新太 古本　みのり 山﨑　帆夏

畑　健太 堀口　愛絢 山下　煌雅

服部　友葵 正木　来瑠 山田　大翔

濵田　果穂 正木　芽衣 山田　よう

濱本　彩寧 益田　悠希 山名　唯月

濱本　朱美 増野  香帆 山中　煌士郎

原　明日香 松尾　奏輔 山西　玄馬

原澤　幸和 松尾　健翔 山西　航太郎



【銀賞】
硬筆の部・中学校相当

DK　ダガタイ

石富　悠愛

小原　櫻子

ガイレ　ニスチャル

金岡　陽菜

亀山　香美

かん　ゆえやお

神例　美結

北田　柚葉

姜　雪宇

曲　文佳

賈　燕菲

小久保　佑紀

小林　光

坂本　奈美

地引　愛莉

秦　千香子

チョードリ　ルードゥル

東方田　遥登

中井　大稀

原田　美桜

平井　昌樹

渡邉　彩織



【銀賞】
硬筆の部・高等学校相当

青木　結菜 澤畑　優衣 松本　史也

赤瀬　心夢 柴田　壮太 村上　貫太

秋山　舞花 清水　航希 村本　りん

粟村　航大 杉野　功征 望月　優心

石山　涼太 杉山　理乃 望月　悠汰

上野　洸 鈴木　美羽 森岡　望衣

内西　智紀 髙　直生 八木　紀香

内海　真菜 髙瀬　羽葉 柳田　蒼依

岡村　春佳 高野　翔 山田　歩里

沖　佳祐 高橋　夢那 山田　希彩

沖友　咲月 高原　璃音 山本　栄蔵

小澤　歩夢 高部　穂波 吉田　茉穂

小畑　莉璃 瀧本　瑞希 渡邉　春奈

開　　七珠 田澤　陽菜 渡邊　ほのか

笠原　女月姫 寺下　寛人 渡邊　優斗

糟屋　明希 中島　悠希 渡部　里奈

亀田　凌雅 永田　彩

川﨑　崇史 中西　佑季

神田　蒼 長渕　悠希

神原　秀星 西野　陽太

神戸　駿 野戸　滉大

北村　彩乃 野原　颯人

国原　彩音 濱田　竣次

久保田　瑛人 浜松　星奈

桑木　杏奈 林　　大智

後藤　大空 疋田　羅夢

小西　菜々 平木　涼太

近藤　　宙 藤井　輝

佐藤　　陸 藤原　颯汰

佐藤　優輝 前田　眞乃助

佐野　雛愛 増田　朱里

澤田　拓海 増田　乃輝



【銀賞】
硬筆の部・一般（大学を含む）

大久保　恵

天野　朋樹

岡田　祥希

岡田　祐美

金子　さゆり

倉田　恭子

辻　ゆかり

土山　敏子

早川　傳江

廣川　弥子

藤井　智恵

水野　美樹

森光　順子

山縣　奈緒子



【銀賞】
毛筆の部・幼稚園相当（学齢前）

小田　侑佳

近藤　美代子

新城　沙羅

根間　新

古謝　広裕



【銀賞】

毛筆の部・小学校相当

秋光　隆矢 大塚　夢々 木村　さくら 重本　瑞季

浅田　創志朗 大野　健吾 木村　汐里 重本　恭典

朝山　遥介 大畠　実結 木村　穂華 下谷　よう大

油川　ふみの 大道　葵 楠　　聡一郎 柴崎　志太

五十嵐　紬美 岡崎　奈桜 国近　さくら 島　由乃

池上　眞穂 岡崎　由依 國廣　渚咲 清水　陽叶

池田　冠都 小笠原　愛理 くらまた　はな 下村　悠真

池田　夏穂 尾形　真優 黒郷　乃愛 末田　真太郎

池田　萌久美 小田嶋　幸輝 小池　未紗 杉本　結菜

池田　亮太朗 越智　日和 小泉　由羽菜 すず木　さゆみ

池田　凛花 折本　夏海 高野　彩伽 鈴木　蘭

石川　颯真 甲斐　教代香 河野　寿亮 鈴木　凜

井上　寧々 片岡　暖翔 古賀　結月 妹尾　桜来

今野　さくら 片岡　誠翔 腰本　琢斗 園山　和奏

岩下　和美 加藤　彩夏 腰本　悠斗 台沖　陽向

岩田　千凪美 加藤　拓士 粉生　貫志 大北　紗椰

岩本　清花 角田　愛実 小山　和奏 泰地　華蓮

岩本　栞和 金澤　莉愛 近藤　彩芽 高瀬　和眞

岩本　有生 金子　美桜 近藤　舞桜 たか田　かほ

牛尾　月咲 金田　侑明 坂元　小春 高野　彩月

牛尾　桃子 亀山　希花 坂元　日向 高橋　沙和

梅村　菜々子 加茂　樹 坂本　茉奈 高橋　美優

梅本　健琉 河島　衣都 櫻井　明美 武内　優奈

梅本　惺琉 川田　桜子 櫻井　理人 多々納　茉結

江木　崇真 川鍋　樹 笹岡　丈紘 田中　結衣

えんどう　はるひ 河本　あずみ 佐々木　さえ 田中　翔

遠藤　日鞠 河本　賢親 佐々木　望叶 田中　悠陽

大上　譲太郎 神崎　桃子 佐藤　かれん 田辺　結斗

大串　空輝 岸上　新菜 佐藤　心結 谷　竜馬

大迫　柚稀 北川　七歩 佐藤　陽向 谷口　梨奈

大下　航 城戸　ことこ 佐野　姫詩 田淵　咲良

大束　果穂 木下　聡 四方　杏咲 田部　稜真



【銀賞】

坪河　桜子 原田　笑 三谷　健太

手塚　咲良 左田　和己 三谷　航大

寺内　美晴 日根　啓輔 道﨑　奈緒

富樫　葵 平井　凜士 三原　結羽璃

富樫　昂大 平田　芽衣 宮川　彩羽

富樫　侑大 廣川　颯亮 三好　優里奈

冨永　真衣 廣瀬　しき 向　莉央

中井　伶 ひろみ　ななみ 宗藤　光希

中川　琴葉 福島　果歩 望月　友翔

中島　颯甫 福田　幸恵 森  美怜那

中司　成葉 藤井　絵麻 森下  葵翔

中山　雅美 藤井　こはる 森原　夢楽

中山　璃空 藤澤　彩音 森原　璃子

並河　美里 藤花　陽太 森本　花なで

西岡　知紗 古川　颯真 森山　愛子

西川　雅宏 細越　未来 矢木　あやか

西川　結菜 堀江　杏 矢倉　柚羽

西田　華純 堀口　愛絢 安田　結心

西出　詩梛 堀口　真渚 矢立　孝志郎

西原　さんじ 増田　葵斗 山内　みずほ

西村　泰誠 益田　朝名 山﨑　帆夏

西村　夏海 増田　佳穂 山﨑　悠聖

西本　結翔 松尾　春風 山下　くるみ

西森　友美 松田　悠良 山田　誓史郎

庭田　美空 松宮　葵 山田　よう

則川  結音 松本　青葉 山中　隆太郞

橋本　紗矢 松本　彩希 横山　芭菜

花岡　勇心 松本　芽依 横山　優

羽井　凜乃 松本　佳乃 吉田　葵

濱本　彩寧 松𠮷　久遠 吉本　雅美

濱本　朱美 丸子　寧大 米谷　茉奈

原　野々花 三上　香晴 渡邉　修司



【銀賞】
毛筆の部・中学校相当

尾崎　礼菜 重政　怜花 渡邊　樹

生田　柚羽 重松　歩花

石川　陽菜 重松　杏実

石橋　一平 白根　楓太

石橋　賢人 関谷　乃愛

井尻　玲 田中　奏生

市江　奏磨 田中　瑠華

伊藤　ひかり 辻　知駿

井上　夏希 寺川　理斗

今野　莉稀　 東方田　遥登

植野　七海 戸田　吏南

宇川　小百合 二摩　颯斗

大串　華輝 温井　颯真

大郷　心温 長谷川　乃愛

大郷　希海 服部　美優

大塚　萌衣 花井　栞奈

岡田　莉緒子 檜山　侑花

岡本　蓮花 廣瀬　いろは

梶谷　百花 古田　真緒

片岡　桜 前川　愛佳

亀山　香美 升岡　里織

川田　一輝 松岡　悠斗

川本　結心 三宅　拓斗

神例　美結 宮本　ののか

清永　強瑠 望月　里緒菜

窪田　エマ 屋野丸　史奈

黒木　彩未 山縣　大祐

桑山　和花 山下　朝輝

興梠　美晴 山田　紗綾

小寺　功祐 矢野　心優

坂本　奈美 幸地　麻梨奈

佐藤　穂香 吉川　里桜



【銀賞】
毛筆の部・一般（大学を含む）

生馬　裕子

田坂　桜

田中　正人

本田　友実

毛利 実蘭



【銀賞】
文字デザインの部

秋山　颯吾

大畠　夕蘭

岡嵜　歩

甲斐　歩瑠

北川　叶真

越田　蒼衣

小西　菜々

小畠　正幸

高田　彩友

瀧口　勇気智

田邊　美羽

濱田　竣次

藤下　仁

藤原　康成

船元　美遥

古田　磨椰

舛野　沙月

松永　祐来

松根　賢

宮村　歩

三好　恭征

屋野丸　実幸

山下　凛々


