
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 仙台市立南材木町小学校 1年 佐藤  薫
仙台 仙台市立館小学校 1年 菊地  盾平
仙台 多賀城市立山王小学校 1年 佐藤  明穂
仙台 仙台市立連坊小路小学校 1年 石田  悠真
仙台 仙台市立通町小学校 1年 間野  智裕
仙台 仙台市立立町小学校 1年 西尾  利信
仙台 仙台市立広瀬小学校 1年 伊藤  朔歩
仙台 塩竈市立第三小学校 1年 金沢  結依

岩沼市 岩沼市立岩沼小学校 1年 遠藤  遥斗
名取岩沼 名取市立下増田小学校 1年 加藤  玲咲
名取岩沼 名取市立高舘小学校 1年 入間川  沙良
名取岩沼 名取市立下増田小学校 1年 熱海  柑南
新みやぎ 富谷市立成田小学校 1年 藤井  結愛
新みやぎ 栗原市立若柳小学校 1年 鹿野  暖乃

いしのまき 東松島市立矢本東小学校 1年 門馬　  柚葵
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 1年 小野  こはる

仙台 仙台市立西多賀小学校 2年 笹渕  夢乃
仙台 仙台市立東長町小学校 2年 山本  ひなた
仙台 聖ドミニコ学院小学校 2年 市川  嵩真
仙台 仙台市立国見小学校 2年 平田  理緒

みやぎ仙南 村田町立村田第二小学校 2年 小原  悠瑚
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 坂野  公絆
名取岩沼 名取市立下増田小学校 2年 西塚  月渚
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 2年 菅野  釉月
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 2年 野口  奏恵
新みやぎ 富谷市立日吉台小学校 2年 畠山  未愛
新みやぎ 大崎市立鹿島台小学校 2年 金子  心架

みやぎ登米 登米市立南方小学校 2年 千葉  虹和
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 2年 吉田  羽那
みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 2年 阿部  結愛
いしのまき 石巻市立渡波小学校 2年 石垣  梨世

仙台 多賀城市立天真小学校 3年 宮本  実怜
仙台 仙台市立富沢小学校 3年 佐藤  優衣
仙台 仙台市立長命ケ丘小学校 3年 針生  晴太
仙台 仙台市立広瀬小学校 3年 佐藤  一華
仙台 仙台市立新田小学校 3年 近  華月
仙台 仙台市立榴岡小学校 3年 藤村  彩衣
仙台 仙台市立東宮城野小学校 3年 澤田  朋美
仙台 仙台市立連坊小路小学校 3年 工藤  美貴

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 3年 丹野  椛杏
名取岩沼 名取市立増田小学校 3年 大友  優奈
名取岩沼 名取市立増田西小学校 3年 青木  茉白
名取岩沼 名取市立増田西小学校 3年 越膳  あみ
新みやぎ 大崎市立鹿島台小学校 3年 畠山  慶士
新みやぎ 栗原市立金成小学校 3年 高坂  珠妃

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 3年 鈴木  琢

（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 仙台市立六郷小学校 4年 太田  こころ
仙台 仙台市立大野田小学校 4年 髙屋  知里
仙台 仙台市立柳生小学校 4年 今野  優里
仙台 仙台市立柳生小学校 4年 永谷  桃子
仙台 仙台市立向陽台小学校 4年 鹿野  唯香
仙台 仙台市立錦ケ丘小学校 4年 工藤  実愛
仙台 仙台市立秋保小学校 4年 山下  莉世
仙台 仙台市立生出小学校 4年 鈴木  紅蓮愛

新みやぎ 富谷市立日吉台小学校 4年 岡沼  優菜
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 4年 佐藤  菜摘
みやぎ登米 登米市立米川小学校 4年 須藤  僚大
みやぎ登米 登米市立西郷小学校 4年 後藤  みなみ
みやぎ登米 登米市立南方小学校 4年 鈴木  蒼翔
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 4年 加藤  柊
いしのまき 石巻市立広渕小学校 4年 芳賀  永彩

仙台 仙台市立折立小学校 5年 枝松  莉子
仙台 仙台市立高砂小学校 5年 出雲  夢萌
仙台 仙台市立加茂小学校 5年 牧野  百華
仙台 仙台市立市名坂小学校 5年 清野  留可
仙台 多賀城市立多賀城八幡小学校 5年 宮澤  佑奈
仙台 仙台市立東長町小学校 5年 富田  ひかる

名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 5年 佐藤  真衣
新みやぎ 富谷市立東向陽台小学校 5年 天谷  冴
新みやぎ 大崎市立岩出山小学校 5年 藤原  圭那
新みやぎ 大崎市立田尻小学校 5年 佐藤  菜那

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 5年 鈴木　  仁
いしのまき 石巻市立釜小学校 5年 阿部  由依
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 5年 三浦  恋春
いしのまき 石巻市立中津山第二小学校 5年 黒澤  京佳
新みやぎ 気仙沼市立新城小学校 5年 熊谷  瑞稀

仙台 仙台市立館小学校 6年 菊地  凛
仙台 仙台市立将監中央小学校 6年 富永  愛琉
仙台 仙台市立国見小学校 6年 早坂  歩未
仙台 仙台市立長町南小学校 6年 海保  ひかり
仙台 仙台市立南材木町小学校 6年 山浦  実
仙台 仙台市立南中山小学校 6年 西宮  魁翔

みやぎ仙南 川崎町立前川小学校 6年 大宮  結衣
みやぎ仙南 角田市立角田小学校 6年 石川  ちひろ
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 6年 高城  羽詩
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 6年 花岡  知咲
新みやぎ 富谷市立あけの平小学校 6年 藤原  優衣

みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 6年 佐々木  穂乃香
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 6年 佐々木  仁楠
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 6年 鹿野  遥
いしのまき 石巻市立釜小学校 6年 阿部  璃久斗

（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 仙台市立六郷中学校 1年 佐久間  雫
仙台 仙台市立長町中学校 1年 北川  花心
仙台 宮城教育大学附属中学校 1年 田中  沙季
仙台 仙台市立上杉山中学校 1年 本間  さや香
仙台 仙台市立西多賀中学校 1年 中村  和
仙台 仙台市立東華中学校 1年 林  果奈
仙台 仙台市立向陽台中学校 1年 塚本  あかり
仙台 仙台市立第一中学校 1年 一ノ瀬  桃夏
仙台 仙台市立南吉成中学校 1年 野　真帆
仙台 仙台白百合学園中学校 1年 石橋  菜花
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 酒井  萌衣
仙台 仙台市立第二中学校 1年 相原  愛

名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 1年 鴫原  希歩
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 1年 山田  華蓮

加美よつば 加美町立中新田中学校 1年 永峯  咲
みやぎ登米 登米市立中田中学校 1年 菊田  桔平

仙台 仙台市立五橋中学校 2年 柳川  幸大
仙台 仙台市立七郷中学校 2年 阿部  小雪
仙台 仙台市立七北田中学校 2年 上野  環那
仙台 仙台市立西山中学校 2年 関  涼介
仙台 仙台市立蒲町中学校 2年 三浦  綾夏
仙台 仙台市立八乙女中学校 2年 滝沢  凪砂
仙台 仙台市立折立中学校 2年 國井  彩乃
仙台 仙台市立折立中学校 2年 関場  ひなの
仙台 仙台市立山田中学校 2年 樋口  心
仙台 仙台市立長町中学校 2年 門間  莉乃
仙台 仙台市立蒲町中学校 2年 松浦  詩歩
仙台 仙台市立八乙女中学校 2年 千種  陽菜
仙台 仙台市立錦ケ丘中学校 2年 高橋  果歩
仙台 仙台市立南中山中学校 2年 田中  美咲

名取岩沼 名取市立第一中学校 2年 畠山  七海
新みやぎ 美里町立南郷中学校 2年 木村  美優
新みやぎ 美里町立不動堂中学校 2年 佐藤  楓彩

みやぎ登米 登米市立中田中学校 2年 野家  遥
みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 2年 佐藤  　釉菜
新みやぎ 南三陸町立志津川中学校 2年 髙橋  伶鳳

仙台 仙台市立南小泉中学校 3年 茄子川  凜
仙台 仙台市立折立中学校 3年 後藤  未羽
仙台 仙台白百合学園中学校 3年 下山  楓
仙台 七ヶ浜町立向洋中学校 3年 髙島  結菜
仙台 仙台市立郡山中学校 3年 森  彩香
仙台 仙台市立南中山中学校 3年 上條  流音
仙台 仙台市立南中山中学校 3年 宮林  茉穂
仙台 仙台市立北仙台中学校 3年 伊東  さやか
仙台 仙台市立台原中学校 3年 佐藤  結愛
仙台 仙台市立八軒中学校 3年 新屋  理夢
仙台 仙台市立七北田中学校 3年 髙橋  育実

みやぎ仙南 大河原町立大河原中学校 3年 石垣  結花
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 3年 関根  千咲

古川 大崎市立古川南中学校 3年 今野  雛花
新みやぎ 気仙沼市立唐桑中学校 3年 山崎  華帆

（敬称略）


