
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 仙台市立荒井小学校 1年 遠藤  颯真
仙台 仙台市立国見小学校 1年 小野寺  未羽
仙台 仙台市立鹿野小学校 1年 峰岸  由衣
仙台 利府町立利府第二小学校 1年 大友  千歳
仙台 多賀城市立天真小学校 1年 大松  翔
仙台 仙台市立芦口小学校 1年 金野  琉玖
仙台 仙台市立芦口小学校 1年 斎藤  淳志
仙台 仙台市立通町小学校 1年 櫻井  美和
仙台 仙台市立寺岡小学校 1年 大森  千尋
仙台 仙台市立柳生小学校 1年 氏家  悠仁
仙台 仙台市立枡江小学校 1年 大山  新
仙台 仙台市立岩切小学校 1年 太田  竹彦
仙台 仙台市立遠見塚小学校 1年 佐々木  翔生

名取岩沼 名取市立不二が丘小学校 1年 臺野  悠吏
新みやぎ 大和町立宮床小学校 1年 金須  玲花

いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 1年 熱海  遥紀
仙台 仙台市立通町小学校 2年 遠藤  心優
仙台 仙台市立八幡小学校 2年 森田  京
仙台 仙台市立七北田小学校 2年 田代  萌歌
仙台 仙台白百合学園小学校 2年 谷津  実月
仙台 利府町立菅谷台小学校 2年 鈴木  萌衣
仙台 塩竈市立杉の入小学校 2年 山村  英登
仙台 塩竈市立月見ヶ丘小学校 2年 佐藤  なつ
仙台 仙台市立連坊小路小学校 2年 那波  琳花
仙台 多賀城市立天真小学校 2年 原  逞真
仙台 多賀城市立多賀城八幡小学校 2年 渡邊  祥希
仙台 仙台市立通町小学校 2年 日野  結翔
仙台 宮城教育大学附属小学校 2年 西依  航太

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 佐藤  康太朗
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 佐藤  おとは
新みやぎ 富谷市立日吉台小学校 2年 白石  琉莉奈
新みやぎ 富谷市立東向陽台小学校 2年 工藤  はるな
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 2年 荒木  爽佑

いしのまき 石巻市立石巻小学校 2年 雁部  響歌
いしのまき 石巻市立稲井小学校 2年 阿部  希子

仙台 仙台市立大野田小学校 3年 宮田  榮真
仙台 仙台市立芦口小学校 3年 金野  琉徠
仙台 多賀城市立城南小学校 3年 井上  朱莉
仙台 仙台市立金剛沢小学校 3年 加久  千陽
仙台 仙台市立芦口小学校 3年 斎藤  侑眞
仙台 仙台市立立町小学校 3年 米地  剛毅

名取岩沼 名取市立高舘小学校 3年 佐伯  承太郎
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 3年 菊地  愛琉
新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 3年 及川  敬大
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 3年 渡邉  紗花

みやぎ登米 登米市立新田小学校 3年 千葉  浩也
いしのまき 石巻市立開北小学校 3年 門脇  姫衣
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 3年 熱海  諒人

（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 仙台白百合学園小学校 4年 柏葉  水玲
仙台 仙台市立荒井小学校 4年 佐藤  翔哉
仙台 仙台市立連坊小路小学校 4年 那波  菜月

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 4年 佐藤  仁菜
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 4年 佐藤  夢華
新みやぎ 大郷町立大郷小学校 4年 古川  萌衣
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 4年 本木  皇聖
新みやぎ 栗原市立宮野小学校 4年 及川  蒼一郎
新みやぎ 栗原市立鶯沢小学校 4年 小野寺  晃大
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 4年 阿部  虹花

いしのまき 石巻市立開北小学校 4年 野村  千沙妃
仙台 仙台市立枡江小学校 5年 相澤  希
仙台 仙台白百合学園小学校 5年 石橋  咲花
仙台 仙台市立南光台東小学校 5年 米村  琴美
仙台 仙台市立八木山小学校 5年 藤本  晏啓
仙台 仙台市立国見小学校 5年 川岸  愛心
仙台 仙台市立荒町小学校 5年 及川  朝陽

名取岩沼 名取市立ゆりが丘小学校 5年 鹿島  栞
名取岩沼 名取市立増田小学校 5年 菊地  柚名
名取岩沼 名取市立増田西小学校 5年 東  久之
新みやぎ 美里町立中埣小学校 5年 笠原  なおこ
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 5年 加藤  心倖
新みやぎ 栗原市立金成小・中学校 5年 高坂  珠妃
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 5年 花見  優果

みやぎ登米 登米市立米山東小学校 5年 新田  陸斗
みやぎ登米 登米市立宝江小学校 5年 芳賀  美海
みやぎ登米 登米市立新田小学校 5年 伊藤  飛翔
いしのまき 東松島市立大塩小学校 5年 武山  琴美
いしのまき 石巻市立稲井小学校 5年 阿部  莉子

仙台 仙台市立南中山小学校 6年 福嶋  幸
仙台 仙台白百合学園小学校 6年 寺井  結衣
仙台 仙台市立南光台小学校 6年 菅原  和奏
仙台 利府町立利府小学校 6年 酒井  凜
仙台 多賀城市立城南小学校 6年 藤田　  朱馬
仙台 仙台市立東六番丁小学校 6年 阿部  楓
仙台 仙台市立八幡小学校 6年 四戸  咲希
仙台 仙台市立榴岡小学校 6年 三浦  彩楽
仙台 仙台市立沖野東小学校 6年 神作  惟乃
仙台 仙台市立八幡小学校 6年 大石  皇
仙台 宮城教育大学附属小学校 6年 梅田  乙杜
仙台 仙台市立立町小学校 6年 米地  美優
仙台 仙台市立寺岡小学校 6年 齋藤  菜々子
仙台 仙台市立連坊小路小学校 6年 佐藤  未来

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 6年 菅原  侑奈
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 6年 阿部  柚稀
新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 6年 髙橋  煌蘭
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 6年 阿部  虹心

いしのまき 石巻市立湊小学校 6年 杉浦  泰地
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 6年 小田嶋  祐樹

（敬称略）



奨励作品
書道条幅の部（中学校1年生～中学校2年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台白百合学園中学校 1年 佐藤  花
仙台 仙台市立南小泉中学校 1年 三浦  柚音
仙台 仙台市立上杉山中学校 1年 浅利  恭輔
仙台 仙台市立第二中学校 1年 金谷  有紗
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 辻󠄀川  栞
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 山家  麗華
仙台 仙台市立五橋中学校 1年 那知上  もえ
仙台 仙台市立中山中学校 1年 佐藤  史佳
仙台 仙台市立寺岡中学校 1年 吉田  菜々子
仙台 仙台市立南中山中学校 1年 髙橋  夢叶
仙台 仙台市立加茂中学校 1年 山口  美雪
仙台 利府町立利府中学校 1年 市町  ゆめの

みやぎ仙南 角田市立角田中学校 1年 青田  咲椋
古川 大崎市立古川南中学校 1年 内海  一華

新みやぎ 栗原市立金成小・中学校 1年 髙橋  千惺
新みやぎ 美里町立不動堂中学校 1年 本木  莉緒
新みやぎ 大崎市立岩出山中学校 1年 藤原  圭那

みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 1年 鈴木  仁
みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 1年 鈴木  里鳳夏

仙台 仙台市立中山中学校 2年 伊藤  清正
仙台 仙台市立吉成中学校 2年 木村  優志
仙台 仙台市立五城中学校 2年 木村  美桜
仙台 仙台市立五城中学校 2年 阿部  日和
仙台 聖ドミニコ学院中学校 2年 石森  小遥
仙台 仙台市立東華中学校 2年 髙橋  茂信
仙台 仙台市立北仙台中学校 2年 田村  柊人
仙台 東北学院中学校 2年 渋谷  樹
仙台 仙台市立西山中学校 2年 相澤  恵
仙台 仙台市立幸町中学校 2年 熊本  恵
仙台 仙台市立北仙台中学校 2年 田中  ゆかり
仙台 仙台白百合学園中学校 2年 金子  奈央

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 2年 菅原  雄大
古川 宮城県古川黎明中学校 2年 菅原  茉子

新みやぎ 涌谷町立涌谷中学校 2年 吉名  由芽乃
新みやぎ 気仙沼市立鹿折中学校 2年 松岡  寧佳
新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 2年 藤原  優衣

みやぎ登米 登米市立中田中学校 2年 千葉  空
みやぎ登米 登米市立南方中学校 2年 佐々木  遥香

（敬称略）



奨励作品
書道条幅の部（中学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 仙台市立上杉山中学校 3年 勝田  真悠
仙台 仙台市立吉成中学校 3年 太田  莉乃
仙台 仙台市立西多賀中学校 3年 中村  和
仙台 宮城学院中学校 3年 佐々木  和泉
仙台 利府町立利府中学校 3年 板橋  七夢
仙台 仙台市立郡山中学校 3年 鈴木  来佳
仙台 仙台市立松陵中学校 3年 嶺岸  瑠依
仙台 仙台市立東華中学校 3年 大庭  綺那
仙台 仙台市立東華中学校 3年 林  果奈
仙台 利府町立利府西中学校 3年 菊地  由芽

みやぎ仙南 角田市立北角田中学校 3年 玉渕  晴人
名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 3年 岡田  心結
名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 3年 鴫原  希歩
新みやぎ 気仙沼市立新月中学校 3年 米倉  里菜
新みやぎ 気仙沼市立新月中学校 3年 畠山  翔成
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 3年 蒲倉  汐梨
新みやぎ 富谷市立東向陽台中学校 3年 小林  花漣

みやぎ登米 登米市立米山中学校 3年 新田  あみ
みやぎ登米 登米市立米山中学校 3年 千葉  菜々心
みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 3年 佐々木  花音

（敬称略）


