
奨励作品
書道条幅の部（小学校1年生～小学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立折立小学校 1年 佐藤  梨悠
仙台 仙台市立吉成小学校 1年 木村  涼誠
仙台 宮城教育大学附属小学校 1年 今尾  怜愛
仙台 利府町立しらかし台小学校 1年 伊藤  優頼
仙台 仙台市立福室小学校 1年 佐々木  菜智
仙台 塩竈市立玉川小学校 1年 櫻井  琉偉

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 1年 佐藤  夢華
名取岩沼 名取市立不二が丘小学校 1年 片桐  彩陽

古川 大崎市立古川第二小学校 1年 伊藤  佳
みやぎ登米 登米市立新田小学校 1年 石川  昂潤
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 1年 菊池  夏凜

南三陸 気仙沼市立鹿折小学校 1年 小野寺  悠隼
仙台 利府町立しらかし台小学校 2年 伊藤  優葵
仙台 仙台市立上野山小学校 2年 野沢  翔太
仙台 利府町立菅谷台小学校 2年 宮本  怜
仙台 仙台市立錦ケ丘小学校 2年 鈴木  美海
仙台 仙台市立枡江小学校 2年 岩木  美依
仙台 仙台白百合学園小学校 2年 石橋  咲花
仙台 仙台市立泉松陵小学校 2年 奥山  大翔

名取岩沼 名取市立増田小学校 2年 大友  優奈
加美よつば 加美町立中新田小学校 2年 佐々木  まゆ
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 2年 阿部  壮翼
みやぎ登米 登米市立米谷小学校 2年 千葉  心璃愛

南三陸 気仙沼市立気仙沼小学校 2年 渡邊  盛矢
仙台 利府町立菅谷台小学校 3年 齋藤  ひまり
仙台 仙台市立東六番丁小学校 3年 郷右近  紗子
仙台 仙台市立北仙台小学校 3年 桑名  絢子
仙台 仙台市立立町小学校 3年 米地  美優
仙台 仙台市立南吉成小学校 3年 新野  天万
仙台 宮城教育大学附属小学校 3年 木村  ののか
仙台 利府町立菅谷台小学校 3年 笠井  綾花
仙台 仙台市立折立小学校 3年 齋藤  杏
仙台 仙台市立北六番丁小学校 3年 田口  明依
仙台 仙台市立南中山小学校 3年 佐藤  光之助

あさひな 富谷市立東向陽台小学校 3年 竹井  颯花
古川 大崎市立古川第二小学校 3年 須田  衣睦
古川 大崎市立古川第二小学校 3年 鈴木  りほ

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 3年 佐々木  稜仁
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 3年 小池  真奈瀬
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 3年 川田  杏花

（敬称略）



奨励作品
書道条幅の部（小学校4年生～小学校6年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立南小泉小学校 4年 三浦  柚音
仙台 仙台市立向陽台小学校 4年 菊池  紗来
仙台 仙台市立榴岡小学校 4年 男澤  恵実
仙台 利府町立利府小学校 4年 岡崎  華歩
仙台 仙台市立南光台東小学校 4年 添田  萌華
仙台 仙台市立八木山小学校 4年 竹内  あさひ
仙台 多賀城市立多賀城八幡小学校 4年 宮澤  佑奈
仙台 仙台市立南小泉小学校 4年 五井  一葉
仙台 仙台市立北仙台小学校 4年 辻川  栞
仙台 仙台市立中田小学校 4年 半澤  香乃

みやぎ仙南 角田市立横倉小学校 4年 青田  咲椋
あさひな 富谷市立明石台小学校 4年 越前  ひなの
栗っこ 栗原市立栗駒南小学校 4年 菊池  飛翔
栗っこ 栗原市立金成小学校 4年 髙橋  千惺

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 4年 鈴木  里鳳夏
みやぎ登米 登米市立新田小学校 4年 髙山  凜花
いしのまき 石巻市立石巻小学校 4年 佐々木  柚香

仙台 仙台市立吉成小学校 5年 吉田  小晴
仙台 仙台市立愛子小学校 5年 澁谷  明優
仙台 仙台市立国見小学校 5年 酒本  奈緒
仙台 仙台市立榴岡小学校 5年 佐々木  結有
仙台 宮城教育大学附属小学校 5年 奥山  果音
仙台 仙台市立南中山小学校 5年 西宮  魁翔
仙台 宮城教育大学附属小学校 5年 安井  涼乃

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 5年 武者  潤羽
みやぎ仙南 川崎町立前川小学校 5年 大宮  結衣

古川 大崎市立長岡小学校 5年 荻原  凛
古川 大崎市立古川第二小学校 5年 菅原  茉子

みどりの 美里町立不動堂小学校 5年 佐藤  留々彩
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 5年 山舘  海成

仙台 仙台市立枡江小学校 6年 石橋  澪
仙台 仙台市立北仙台小学校 6年 佐々木  愛美
仙台 仙台市立沖野東小学校 6年 菊地  真央
仙台 仙台白百合学園小学校 6年 石橋  菜花
仙台 仙台市立上杉山通小学校 6年 宍戸  葵
仙台 利府町立利府第三小学校 6年 鎌田  愛友
仙台 仙台市立七北田小学校 6年 千葉  蒼梧
仙台 仙台市立木町通小学校 6年 尾形  有里菜
仙台 仙台市立荒町小学校 6年 大沼  まこ
仙台 宮城教育大学附属小学校 6年 田中  沙季

みやぎ仙南 村田町立村田小学校 6年 村上  陽菜
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 6年 佐藤  新大
あさひな 富谷市立明石台小学校 6年 遠藤  寿々子

みやぎ登米 登米市立米山東小学校 6年 新田  あみ
みやぎ登米 登米市立新田小学校 6年 千葉  麻美
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 6年 小野寺  まつり
みやぎ登米 登米市立米山東小学校 6年 千葉  菜々心
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 6年 伊藤  蓮馬

（敬称略）



奨励作品
書道条幅の部（中学校1年生～中学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立西山中学校 1年 関  涼介
仙台 仙台市立広瀬中学校 1年 高橋  果歩
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 菅井  悠香
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 早坂  彩花
仙台 多賀城市立東豊中学校 1年 佐藤  要多
仙台 多賀城市立第二中学校 1年 竹澤  茉奈
仙台 多賀城市立高崎中学校 1年 紺野  心花
仙台 仙台市立東華中学校 1年 金澤  未桜
仙台 仙台市立南小泉中学校 1年 三浦  花撫
仙台 宮城教育大学附属中学校 1年 髙橋  希佳
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 近藤  優衣
仙台 利府町立しらかし台中学校 1年 加藤  優香

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 1年 大宮  里桜
古川 大崎市立古川南中学校 1年 石澤  音羽

みどりの 涌谷町立涌谷中学校 1年 田中  三智
いしのまき 東松島市立矢本第一中学校 1年 大崎  友愛

仙台 仙台市立広瀬中学校 2年 鈴木  訓平
仙台 秀光中等教育学校 2年 浅利  樺音
仙台 仙台市立南中山中学校 2年 宮林  茉穂
仙台 仙台市立南中山中学校 2年 半田  光璃
仙台 仙台市立松陵中学校 2年 奥山  優希
仙台 仙台市立七北田中学校 2年 髙橋  育実
仙台 仙台白百合学園中学校 2年 下山  楓
仙台 仙台市立南光台東中学校 2年 佐藤  心葉
仙台 利府町立利府中学校 2年 小山  楓花
仙台 仙台市立八軒中学校 2年 新屋  理夢
仙台 多賀城市立高崎中学校 2年 松尾  郁花
仙台 仙台市立北仙台中学校 2年 柏葉  光汰
仙台 宮城教育大学附属中学校 2年 梅田  一吹
仙台 七ヶ浜町立向洋中学校 2年 髙島  結菜
仙台 仙台市立三条中学校 2年 渡辺  葵

みやぎ仙南 角田市立北角田中学校 2年 玉渕  空良
みやぎ仙南 大河原町立大河原中学校 2年 佐藤  ななか

古川 宮城県古川黎明中学校 2年 大森  有彩
いしのまき 石巻市立住吉中学校 2年 浅野  愛歩

仙台 仙台市立台原中学校 3年 馬場  美帆
仙台 宮城学院中学校 3年 佐々木  日和
仙台 仙台市立秋保中学校 3年 鈴木  未来
仙台 仙台市立南光台東中学校 3年 林  祐生
仙台 仙台市立蒲町中学校 3年 長谷部  和也
仙台 利府町立利府中学校 3年 日下  なつみ
仙台 塩竈市立浦戸中学校 3年 望月  大志
仙台 仙台市立西山中学校 3年 関  優奈
仙台 仙台市立北仙台中学校 3年 杉目  花凜

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 3年 岡崎  莉子
みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 3年 菅原  理子
みやぎ仙南 大河原町立大河原中学校 3年 水戸  菜那羽
みどりの 涌谷町立涌谷中学校 3年 門田  望来

みやぎ登米 登米市立米山中学校 3年 千葉  真悠子
みやぎ登米 登米市立登米中学校 3年 佐藤  朱那
みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 3年 米谷  優花

（敬称略）


