
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）



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 仙台市立中山小学校 1年 熊谷  咲乃
仙台 仙台市立通町小学校 1年 櫻井  美咲
仙台 仙台市立大野田小学校 1年 宮田  榮真
仙台 仙台市立上杉山通小学校 1年 牛坂  紗奈
仙台 多賀城市立城南小学校 1年 井上  朱莉
仙台 仙台市立七北田小学校 1年 田代  絢萌

みやぎ仙南 白石市立白石第一小学校 1年 大槻  華子
名取岩沼 名取市立高舘小学校 1年 佐伯  承太郎
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 1年 平木  万尋

みやぎ登米 登米市立南方小学校 1年 佐々木  大毅
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 1年 熱海  諒人
新みやぎ 気仙沼市立鹿折小学校 1年 穀田  有莉

仙台 仙台市立折立小学校 2年 佐藤  梨悠
仙台 仙台市立吉成小学校 2年 木村  涼誠
仙台 仙台市立長町小学校 2年 林  こはる
仙台 多賀城市立多賀城小学校 2年 石澤  勇人
仙台 多賀城市立多賀城東小学校 2年 進藤  陽菜
仙台 塩竈市立玉川小学校 2年 櫻井  琉偉
仙台 仙台市立市名坂小学校 2年 瀬戸  心緒

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 佐藤  仁菜
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 2年 朝井  黎明

古川 大崎市立古川第五小学校 2年 内海  心晴
古川 大崎市立古川第二小学校 2年 伊藤  佳

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 2年 佐々木  楠乃
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 2年 小田  華音
いしのまき 石巻市立開北小学校 2年 野村  千沙妃

仙台 宮城教育大学附属小学校 3年 江草  駿一
仙台 仙台市立片平丁小学校 3年 荒井  麗愛
仙台 仙台市立上野山小学校 3年 野沢  翔太
仙台 仙台市立高砂小学校 3年
仙台 仙台市立泉松陵小学校 3年 梅  あかり
仙台 仙台市立荒町小学校 3年 及川  朝陽
仙台 仙台市立荒巻小学校 3年 梶原  輝
仙台 仙台市立南光台東小学校 3年 米村  琴美

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 3年 遠藤  結心
みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 3年 奥村  彬恵
名取岩沼 名取市立ゆりが丘小学校 3年 鹿島  栞
名取岩沼 名取市立増田西小学校 3年 東  久之

みやぎ登米 登米市立新田小学校 3年 伊藤  飛翔
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 3年 阿部  壮翼
みやぎ登米 登米市立米谷小学校 3年 千葉  心璃愛

（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 仙台市立八幡小学校 4年 四戸  咲希
仙台 仙台市立泉松陵小学校 4年 寺島  志愛
仙台 仙台市立大野田小学校 4年 宮田  ちぐさ
仙台 宮城教育大学附属小学校 4年 梅田  乙杜
仙台 宮城教育大学附属小学校 4年 木村  ののか
仙台 仙台市立生出小学校 4年 嶺  富良野
仙台 仙台市立将監中央小学校 4年 齋藤  菜々子
仙台 仙台白百合学園小学校 4年 寺井  結衣
仙台 仙台市立市名坂小学校 4年 瀬戸  颯真
仙台 仙台市立南中山小学校 4年 福嶋  幸
仙台 仙台市立榴岡小学校 4年 三浦  彩楽
仙台 仙台市立寺岡小学校 4年 齋藤  菜々子

名取岩沼 名取市立増田西小学校 4年 佐野  絃太
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 4年 本間  琴音

仙台 仙台市立寺岡小学校 5年 吉田  菜々子
仙台 仙台市立中山小学校 5年 村上  優芙
仙台 仙台市立八乙女小学校 5年 東海林  柚乃
仙台 仙台市立南光台東小学校 5年 添田  萌華
仙台 仙台市立泉松陵小学校 5年 奥山  紗優
仙台 仙台市立枡江小学校 5年 山田  涼陽
仙台 仙台市立北仙台小学校 5年 辻󠄀川  栞
仙台 仙台市立上杉山通小学校 5年 佐々木  歩海
仙台 仙台市立七郷小学校 5年 佐藤  未優
仙台 仙台市立南中山小学校 5年 富田  梨華子

みやぎ仙南 角田市立横倉小学校 5年 青田  咲椋
みやぎ仙南 柴田町立船岡小学校 5年 斎藤  琉摩
新みやぎ 富谷市立東向陽台小学校 5年 阿部  悠行

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 5年 阿部  陽菜
みやぎ登米 登米市立新田小学校 5年 髙山  凜花

仙台 利府町立利府小学校 6年 奥村  実千
仙台 利府町立菅谷台小学校 6年 渋谷  樹
仙台 塩竈市立月見ヶ丘小学校 6年 佐藤  花音
仙台 多賀城市立山王小学校 6年 佐藤  祐希
仙台 仙台市立愛子小学校 6年 岩渕  はるな
仙台 塩竈市立杉の入小学校 6年 鈴木  琴美
仙台 仙台市立中山小学校 6年 伊藤  清正
仙台 仙台市立桜丘小学校 6年 堀米  咲希
仙台 仙台市立国見小学校 6年 酒本  奈緒

みやぎ仙南 柴田町立船岡小学校 6年 鈴木  万友
みやぎ仙南 川崎町立前川小学校 6年 大宮  結衣
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 6年 村山  かんな

加美よつば 加美町立鳴瀬小学校 6年 伊藤  ひらり
みやぎ登米 登米市立南方小学校 6年 佐々木　  遥香
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 6年 土井  麻緒

（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 仙台市立五橋中学校 1年 五嶋  詩
仙台 仙台市立広瀬中学校 1年 大窪  愛菜
仙台 仙台市立八乙女中学校 1年 東海林  雪乃
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 原  光里
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 千葉  妃華
仙台 宮城学院中学校 1年 佐々木  和泉
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 長沢  萌生
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 佐々木  愛美
仙台 宮城教育大学附属中学校 1年 大須賀  圭音
仙台 宮城教育大学附属中学校 1年 中邨  ななみ

岩沼市 岩沼市立岩沼中学校 1年 中山  笑心
新みやぎ 富谷市立東向陽台中学校 1年 遠藤  寿々子

みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 1年 佐々木  花音
仙台 多賀城市立高崎中学校 2年 佐藤  茜里
仙台 多賀城市立第二中学校 2年 井上  航希
仙台 仙台市立七北田中学校 2年 櫻井  瑛奈
仙台 仙台白百合学園中学校 2年 李  安暘
仙台 仙台市立八乙女中学校 2年 佐藤  心花
仙台 仙台市立蒲町中学校 2年 松浦  詩歩
仙台 利府町立利府中学校 2年 大島  心花
仙台 仙台市立五橋中学校 2年 大槻  麻菜
仙台 多賀城市立高崎中学校 2年 紺野  心花
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 2年 細川  季詩

みやぎ仙南 大河原町立大河原中学校 2年 水戸  桜伽
みやぎ登米 登米市立東和中学校 2年 鈴木  葵愛
みやぎ登米 登米市立中田中学校 2年 野家  遥
いしのまき 東松島市立矢本第一中学校 2年 大崎  友愛
新みやぎ 南三陸町立志津川中学校 2年 遠藤  莉子

仙台 宮城学院中学校 3年 髙橋  佳子
仙台 宮城教育大学附属中学校 3年 梅田  一吹
仙台 仙台市立北仙台中学校 3年 柏葉  光汰
仙台 仙台市立北仙台中学校 3年 辻󠄀川  茉由
仙台 多賀城市立高崎中学校 3年 松尾  郁花
仙台 利府町立利府中学校 3年 小山  楓花
仙台 仙台市立南中山中学校 3年 相樂  菜緒
仙台 仙台市立寺岡中学校 3年 渡辺  杏
仙台 仙台市立寺岡中学校 3年 齋藤  莉子
仙台 仙台白百合学園中学校 3年 下山  楓
仙台 仙台市立広瀬中学校 3年 佐々木  実桜
仙台 仙台市立台原中学校 3年 菅原  京香
仙台 利府町立利府中学校 3年 髙橋  明生
仙台 仙台市立六郷中学校 3年 渡部  百優
仙台 仙台市立南中山中学校 3年 亀田  莉央

みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 3年 本間  綺乃

（敬称略）



奨励作品
交通安全ポスターの部（小学校1年生～小学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
みやぎ亘理 山元町立山下小学校 1年 伊藤  柚季
新みやぎ 富谷市立富谷小学校 1年 大友  優徠

加美よつば 加美町立宮崎小学校 1年 千葉  楓子
古川 大崎市立古川第二小学校 1年 伊藤  潤翔

新みやぎ 大崎市立川渡小学校 1年 野村  羽那
新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 1年 片桐  創世
新みやぎ 栗原市立高清水小学校 1年 佐藤  惺音

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 石巻市立前谷地小学校 1年 津田  結菜

仙台 仙台市立寺岡小学校 2年 日野  颯人
岩沼市 岩沼市立岩沼南小学校 2年 比嘉  琉翔

新みやぎ 大郷町立大郷小学校 2年 鎌田  舞流
新みやぎ 富谷市立富谷小学校 2年 只野  琉亜

加美よつば 加美町立西小野田小学校 2年 早坂  羚央
古川 大崎市立古川第四小学校 2年 青沼  優人
古川 大崎市立古川第一小学校 2年 大沼  隼翔

新みやぎ 美里町立青生小学校 2年 渡邊  柊太
みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 2年 佐々木  奏
いしのまき 東松島市立矢本東小学校 2年 佐々木  拓実
いしのまき 東松島市立大曲小学校 2年 佐々木  怜

仙台 仙台市立通町小学校 3年 佐々木  百花
仙台 仙台市立鶴谷小学校 3年 藤佐原  陸
仙台 宮城教育大学附属小学校 3年 上田  未呂
仙台 仙台市立寺岡小学校 3年 今井  美咲

みやぎ亘理 亘理町立逢隈小学校 3年 長田  拓弥
岩沼市 岩沼市立岩沼小学校 3年 香髙  さくら

名取岩沼 名取市立下増田小学校 3年 杉﨑  寛哉
加美よつば 加美町立中新田小学校 3年 浅野  心那

古川 大崎市立古川第四小学校 3年 加藤  柚乃
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 3年 三浦  藍

（敬称略）



奨励作品
交通安全ポスターの部（小学校4年生～小学校6年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台白百合学園小学校 4年 濱田  萌々梨
仙台 仙台市立幸町小学校 4年 今野  めい
仙台 仙台市立寺岡小学校 4年 太郎丸  遼
仙台 仙台市立七北田小学校 4年 羽柴  柚

新みやぎ 大和町立吉岡小学校 4年 菅原  真央
新みやぎ 富谷市立成田東小学校 4年 古畑  魁莉

古川 大崎市立古川第四小学校 4年 佐藤  優羽
新みやぎ 大崎市立川渡小学校 4年 野村  知里

いしのまき 石巻市立蛇田小学校 4年 木村  奏友
いしのまき 石巻市立須江小学校 4年 両角  海星

仙台 仙台市立寺岡小学校 5年 鈴木  萌々花
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 5年 齋藤  陽太
みやぎ仙南 角田市立横倉小学校 5年 小形  柚巴
みやぎ仙南 角田市立角田小学校 5年 市橋  さくら
みやぎ仙南 白石市立白川小学校 5年 大野  琴音
みやぎ仙南 川崎町立川崎第二小学校 5年 坂田  瑞季
みやぎ仙南 角田市立桜小学校 5年 阿部  瑞季
新みやぎ 大和町立小野小学校 5年 古関  奏太

加美よつば 加美町立中新田小学校 5年 畠山  琉奈
加美よつば 加美町立中新田小学校 5年 髙橋  虹空
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 5年 千葉  愛斗
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 5年 後藤  優依
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 5年 小野寺  絢香

仙台 仙台市立中田小学校 6年 早坂  美琴
仙台 仙台白百合学園小学校 6年 三岡  茉央
仙台 利府町立利府小学校 6年 北山  莉子
仙台 多賀城市立多賀城東小学校 6年 櫻井  薫
仙台 仙台市立寺岡小学校 6年 遠藤  彩織
仙台 仙台市立黒松小学校 6年 菊池  茉子
仙台 仙台市立七郷小学校 6年 柏村  果奈
仙台 仙台市立上杉山通小学校 6年 宮﨑  文莉

みやぎ亘理 亘理町立亘理小学校 6年 大内  麻緒
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 6年 大槻  怜奈
名取岩沼 名取市立不二が丘小学校 6年 近野  那緒

加美よつば 加美町立中新田小学校 6年 伊藤  結衣
古川 大崎市立古川第一小学校 6年 氏家  光惺

新みやぎ 美里町立中埣小学校 6年 後藤  亜由美
みやぎ登米 登米市立米谷小学校 6年 松浦  美桜
いしのまき 石巻市立北村小学校 6年 片倉  珀
いしのまき 石巻市立万石浦小学校 6年 畠山  まひる

（敬称略）



奨励作品
交通安全ポスターの部（中学校1年生～中学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 1年 荒野  優月

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 1年 坂田  政道
みやぎ亘理 山元町立山下中学校 1年 伊藤  颯
名取岩沼 名取市立第二中学校 1年 菅原  やや佳
名取岩沼 名取市立第一中学校 1年 太田  玲菜
新みやぎ 大郷町立大郷中学校 1年 櫻井  琉碧

みやぎ登米 登米市立米山中学校 1年 櫻田  美咲
みやぎ登米 登米市立米山中学校 1年 渥美  真央
いしのまき 石巻市立稲井中学校 1年 佐藤  歩武
みやぎ仙南 柴田町立槻木中学校 2年 鈴木  瑠峰

古川 宮城県古川黎明中学校 2年 松本  華澄
新みやぎ 栗原市立金成中学校 2年 佐藤  春音

みやぎ登米 登米市立米山中学校 2年 山家  唯
仙台 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 3年 小松  宰己

みやぎ亘理 山元町立山下中学校 3年 岡本  凛

（敬称略）


