
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 仙台市立南小泉小学校 1年 小野  真愛
仙台 仙台市立東二番丁小学校 1年 佐藤  凜
仙台 利府町立しらかし台小学校 1年 志摩  昴瑠
仙台 仙台市立宮城野小学校 1年 伊藤  優真

名取岩沼 名取市立高舘小学校 1年 佐伯  菜葵
みやぎ登米 登米市立米川小学校 1年 須藤  彰大
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 1年 佐々木  伶
いしのまき 石巻市立向陽小学校 1年 三浦  柚希

仙台 仙台市立荒巻小学校 2年 嶋田  海悠
仙台 仙台市立小松島小学校 2年 松浦  三鈴
仙台 仙台市立南光台東小学校 2年 及川  明俐
仙台 仙台市立沖野東小学校 2年 鈴木  瑛大

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 2年 佐藤  華菜
みやぎ仙南 蔵王町立永野小学校 2年 我妻　  拓磨
加美よつば 色麻町立色麻小学校 2年 小川  蒼介
新みやぎ 富谷市立あけの平小学校 2年 高橋  彩葉
新みやぎ 気仙沼市立唐桑小学校 2年 伊藤  真凛

みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 2年 青山  ひな
仙台 仙台市立南中山小学校 3年 田中  杏莉沙
仙台 仙台市立沖野東小学校 3年 神作  理道
仙台 仙台市立八本松小学校 3年 關谷  奈歩
仙台 多賀城市立多賀城東小学校 3年 宮内  優花
仙台 塩竈市立杉の入小学校 3年 村上  万結奈
仙台 仙台市立長町小学校 3年 及川  奈子

新みやぎ 気仙沼市立気仙沼小学校 3年 吉田  夏歩
新みやぎ 大衡村立大衡小学校 3年 千葉  明奈

いしのまき 石巻市立蛇田小学校 3年 浅野  花恋
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 3年 和泉  愛依

（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 多賀城市立城南小学校 4年 吉川　  優希
仙台 仙台市立連坊小路小学校 4年 後藤  陸
仙台 仙台市立八本松小学校 4年 佐藤  明
仙台 仙台市立福室小学校 4年 佐々木  菜智

新みやぎ 気仙沼市立中井小学校 4年 千葉  結
新みやぎ 気仙沼市立鹿折小学校 4年 村上  凛
新みやぎ 気仙沼市立新城小学校 4年 渡部  実莉
新みやぎ 大和町立小野小学校 4年 門田  実咲
新みやぎ 気仙沼市立新城小学校 4年 小山  恭平

みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 4年 阿部  結愛
いしのまき 石巻市立須江小学校 4年 今野  姫花

仙台 仙台市立桂小学校 5年 酒井  理瑳
仙台 仙台市立中山小学校 5年 小松  唯央
仙台 仙台市立東六番丁小学校 5年 木村  美南

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 5年 石井　  暖真
みやぎ仙南 柴田町立船迫小学校 5年 真野  柚葉
みやぎ仙南 柴田町立東船岡小学校 5年 高野  唯
みやぎ仙南 丸森町立小斎小学校 5年 荒  千里葉
新みやぎ 気仙沼市立気仙沼小学校 5年 渡邊  盛矢
新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 5年 千葉  百花
新みやぎ 富谷市立東向陽台小学校 5年 椛沢  萌花
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 5年 熱海  朱音
仙台 仙台市立錦ケ丘小学校 6年 工藤  実愛
仙台 仙台市立枡江小学校 6年 小野  千凪美
仙台 多賀城市立山王小学校 6年 長南  拓磨
仙台 仙台市立南中山小学校 6年 千葉  凰雅
仙台 仙台市立南中山小学校 6年 伊藤  小姫

みやぎ登米 登米市立新田小学校 6年 石澤  姫華
いしのまき 石巻市立向陽小学校 6年 佐々木  礼愛
いしのまき 東松島市立赤井小学校 6年 土井  紅華
いしのまき 石巻市立須江小学校 6年 芳賀  楓
いしのまき 石巻市立釜小学校 6年 千葉  結菜

（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 仙台市立加茂中学校 1年 山口  美雪
仙台 多賀城市立高崎中学校 1年 宮澤  佑奈
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1年 出雲　  夢萌

新みやぎ 美里町立小牛田中学校 1年 今野  美咲
新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 1年 遠山  愛梨
新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 1年 吉田  理杏
新みやぎ 大崎市立岩出山中学校 1年 藤原  圭那
新みやぎ 栗原市立栗駒中学校 1年 吉尾  晴

みやぎ登米 登米市立南方中学校 1年 氏家  苺々夏
みやぎ登米 登米市立中田中学校 1年 佐々木  海音
みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 1年 佐藤  結菜
いしのまき 石巻市立桃生中学校 1年 佐々木  日和

仙台 仙台市立広瀬中学校 2年 澁谷  明優
仙台 仙台白百合学園中学校 2年 後藤  嘉花
仙台 仙台市立南光台東中学校 2年 笹原  和花
仙台 宮城学院中学校 2年 古郡  さち
仙台 宮城教育大学附属中学校 2年 鈴木  檀史郎

新みやぎ 栗原市立栗駒中学校 2年 佐藤  江里香
新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 2年 八城  柑花
新みやぎ 気仙沼市立条南中学校 2年 堺  昌太郎
新みやぎ 気仙沼市立新月中学校 2年 熊谷　  愛莉

みやぎ登米 登米市立登米中学校 2年 金田  淳史
いしのまき 石巻市立河南西中学校 2年 芳賀  迦夢
いしのまき 石巻市立湊中学校 2年 熱田  実桜

仙台 多賀城市立高崎中学校 3年 江口  典花
仙台 仙台市立東華中学校 3年 林  果奈
仙台 仙台市立長町中学校 3年 北川  花心
仙台 宮城教育大学附属中学校 3年 高橋  佑佳
仙台 仙台市立上杉山中学校 3年 本間  さや香

みやぎ仙南 川崎町立川崎中学校 3年 坂野  陽音
名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 3年 小齋  明依
古川 大崎市立古川東中学校 3年 鈴木  悠俐愛

新みやぎ 栗原市立栗駒中学校 3年 山田  芽依
新みやぎ 南三陸町立歌津中学校 3年 千葉  絵里加
新みやぎ 富谷市立成田中学校 3年 河合  叶羽

みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 3年 佐藤  カレン
みやぎ登米 登米市立石越中学校 3年 鈴木  利奈
いしのまき 石巻市立湊中学校 3年 千葉  南

（敬称略）


