
奨励作品
書道半紙の部（小学校1年生～小学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立広瀬小学校 1年 髙橋  優愛
仙台 仙台市立鹿野小学校 1年 樋口  湊人
仙台 多賀城市立多賀城小学校 1年 佐藤  蒼空
仙台 仙台市立折立小学校 1年 佐藤  梨悠
仙台 仙台市立桂小学校 1年 近藤  優希
仙台 仙台市立四郎丸小学校 1年 紺野  仁那
仙台 仙台市立東仙台小学校 1年 近江  日桜梨
仙台 仙台市立鶴谷小学校 1年 池亀  颯真

あさひな 富谷市立成田東小学校 1年 鈴木  聡大朗
あさひな 富谷市立東向陽台小学校 1年 髙橋  理貢

古川 大崎市立古川第二小学校 1年 伊藤  佳
栗っこ 栗原市立鶯沢小学校 1年 佐々木  瑚音
栗っこ 栗原市立鶯沢小学校 1年 小野寺  晃大

みやぎ登米 登米市立米川小学校 1年 須藤  早彩
みやぎ登米 登米市立南方小学校 1年 鈴木  遥陽
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 1年 小池  陽葵
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 1年 小田  華音

仙台 多賀城市立天真小学校 2年 宮本  実怜
仙台 利府町立菅谷台小学校 2年 植木  清凪
仙台 仙台市立郡山小学校 2年 安齋  愛空
仙台 聖ドミニコ学院小学校 2年 長島  結奈
仙台 宮城教育大学附属小学校 2年 西村  美結
仙台 多賀城市立山王小学校 2年 針生  楓永
仙台 仙台市立旭丘小学校 2年 鈴木  伶佳
仙台 仙台市立柳生小学校 2年 阿部  剛季

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 丹野  椛杏
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 石井  暖真
みやぎ仙南 大河原町立大河原南小学校 2年 阿部  寧音
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 2年 鈴木  芽那
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 2年 伊藤  羽菜
あさひな 富谷市立明石台小学校 2年 柵山  颯花
みどりの 美里町立中埣小学校 2年 笠原  なおこ

いしのまき 東松島市立赤井小学校 2年 古崎  杏奈
仙台 仙台市立榴岡小学校 3年 福田  悠愛
仙台 仙台市立南材木町小学校 3年 大里  一太
仙台 仙台市立中山小学校 3年 四竃  紗良
仙台 仙台市立北仙台小学校 3年 桑名  絢子
仙台 仙台市立東長町小学校 3年 阿部  瑚々未
仙台 仙台白百合学園小学校 3年 渡辺  一夏
仙台 多賀城市立城南小学校 3年 藤田  朱馬
仙台 多賀城市立城南小学校 3年 中村  美沙
仙台 仙台市立大野田小学校 3年 宍戸  奈緒
仙台 仙台市立芦口小学校 3年 浅野  芭瑠
仙台 仙台市立木町通小学校 3年 野田  知江
仙台 仙台市立八本松小学校 3年 見塩  蒼空
仙台 仙台市立八本松小学校 3年 須藤  ゆき乃
仙台 仙台市立生出小学校 3年 鈴木  紅蓮愛

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 3年 土生  彩愛
古川 大崎市立古川第二小学校 3年 竹内  智治
栗っこ 栗原市立栗駒小学校 3年 佐竹  翔光

みやぎ登米 登米市立米山東小学校 3年 山内  元陽
（敬称略）



奨励作品
書道半紙の部（小学校4年生～小学校6年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立宮城野小学校 4年 小池  佑香
仙台 仙台市立向山小学校 4年 磯﨑  姫夏
仙台 仙台市立黒松小学校 4年 神山  奈緒
仙台 仙台市立立町小学校 4年 金谷  有紗
仙台 宮城教育大学附属小学校 4年 門口  奈由
仙台 仙台市立中山小学校 4年 佐藤  史佳
仙台 仙台市立国見小学校 4年 橋本  真奈
仙台 仙台市立鶴谷小学校 4年 玉手  朱莉
仙台 仙台市立八幡小学校 4年 組頭  ノノミ
仙台 仙台市立南光台東小学校 4年 照井  花穂
仙台 仙台市立高砂小学校 4年 出雲  夢萌

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 4年 押野  由英
みやぎ仙南 大河原町立金ヶ瀬小学校 4年 安部  成星

栗っこ 栗原市立一迫小学校 4年 佐藤  莉奈
みやぎ登米 登米市立浅水小学校 4年 髙橋  航
みやぎ登米 登米市立宝江小学校 4年 菊澤  凜
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 4年 上原  望愛
いしのまき 石巻市立貞山小学校 4年 松川  結南

南三陸 気仙沼市立中井小学校 4年 千葉  希
南三陸 気仙沼市立新城小学校 4年 佐藤  有希
仙台 仙台市立人来田小学校 5年 齋藤  愛実
仙台 仙台市立愛子小学校 5年 澁谷  明優
仙台 仙台市立将監中央小学校 5年 佐藤  樹希
仙台 仙台市立枡江小学校 5年 相澤  恵
仙台 仙台市立長町小学校 5年 鴫原  紗果
仙台 仙台市立高森東小学校 5年 林  叶翔
仙台 仙台市立折立小学校 5年 鈴木  陽和
仙台 仙台市立八木山南小学校 5年 遠藤  綾乃
仙台 仙台市立八木山南小学校 5年 阿部  莉音
仙台 仙台市立南光台東小学校 5年 鈴木  莉緒

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 5年 菅原  雄大
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 5年 高城  羽詩

古川 大崎市立古川第五小学校 5年 渡邊  翔太
みやぎ登米 登米市立石越小学校 5年 工藤  鈴々
みやぎ登米 登米市立石森小学校 5年 山田  陽翔
いしのまき 石巻市立向陽小学校 5年 舛  菜々子

仙台 仙台市立木町通小学校 6年 井田  和花
仙台 仙台市立木町通小学校 6年 伊藤  百音
仙台 仙台市立八木山南小学校 6年 工藤  こうみ
仙台 仙台白百合学園小学校 6年 張  旭萌
仙台 仙台市立黒松小学校 6年 加藤  拓真
仙台 仙台市立北仙台小学校 6年 佐々木  愛美
仙台 仙台市立南光台小学校 6年 大谷  香夏
仙台 仙台市立南光台小学校 6年 熊谷  心々菜

みやぎ仙南 白石市立白石第一小学校 6年 高原  亜実
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 6年 鴫原  希歩
あさひな 大和町立鶴巣小学校 6年 川崎  颯子
あさひな 富谷市立富ケ丘小学校 6年 舟山  航平
栗っこ 栗原市立築館小学校 6年 戸田  青依
栗っこ 栗原市立栗駒小学校 6年 千葉  結奈
栗っこ 栗原市立鶯沢小学校 6年 山田  芽依

いしのまき 石巻市立開北小学校 6年 平塚  美優
いしのまき 東松島市立赤井南小学校 6年 渋谷  ほのか

（敬称略）



奨励作品
書道半紙の部（中学校1年生～中学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立田子中学校 1年 井川  琉冬
仙台 仙台市立折立中学校 1年 関場  ひなの
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 菅原  大雅
仙台 仙台市立第二中学校 1年 伊藤  彩葉
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 桑名  琴子
仙台 仙台市立第一中学校 1年 組頭  アサミ
仙台 多賀城市立高崎中学校 1年 小川　  知恩
仙台 仙台市立八木山中学校 1年 菅原  凜芭
仙台 仙台市立蒲町中学校 1年 三浦  綾夏
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 早坂  彩花

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 1年 大宮  里桜
あさひな 大和町立大和中学校 1年 髙橋  亜美

古川 大崎市立古川南中学校 1年 石澤  音羽
いしのまき 東松島市立矢本第一中学校 1年 井上  美空

仙台 仙台市立南小泉中学校 2年 茄子川 凜
仙台 仙台市立蒲町中学校 2年 宮原  鈴
仙台 仙台市立台原中学校 2年 菅原  京香
仙台 仙台白百合学園中学校 2年 下山  楓
仙台 仙台市立八木山中学校 2年 小山  みゆき
仙台 仙台市立折立中学校 2年 後藤  未羽
仙台 仙台市立高森中学校 2年 髙橋  杏侑
仙台 仙台市立南中山中学校 2年 亀田  莉央

みやぎ仙南 大河原町立大河原中学校 2年 石垣  結花
あさひな 大和町立大和中学校 2年 千葉  柊弥
あさひな 富谷市立東向陽台中学校 2年 伊藤  生希

古川 大崎市立古川南中学校 2年 今野  雛花
栗っこ 栗原市立金成中学校 2年 鎌田  倫

みやぎ登米 登米市立石越中学校 2年 工藤  花奈
みやぎ登米 登米市立中田中学校 2年 幡江  琴美
いしのまき 東松島市立矢本第二中学校 2年 及川  奏子

仙台 仙台市立南中山中学校 3年 六車  和
仙台 利府町立利府中学校 3年 岡崎  真奈
仙台 仙台市立吉成中学校 3年 佐々木  快
仙台 仙台市立広瀬中学校 3年 大内  玲奈
仙台 仙台市立山田中学校 3年 霜山  詩織
仙台 仙台市立折立中学校 3年 齋藤  愛
仙台 仙台市立南小泉中学校 3年 大場  一花
仙台 仙台市立西山中学校 3年 関  優奈
仙台 仙台市立上杉山中学校 3年 狩野  成美
仙台 仙台市立上杉山中学校 3年 日下部  純菜

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 3年 加藤  麗
みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 3年 大宮  優莉奈
名取岩沼 名取市立増田中学校 3年 髙橋  瑠奈
あさひな 富谷市立富谷第二中学校 3年 菅原  優咲
あさひな 富谷市立東向陽台中学校 3年 高林  春羽

古川 宮城県古川黎明中学校 3年 太田  寛英
いしのまき 東松島市立鳴瀬未来中学校 3年 鹿野  希

（敬称略）


