
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 仙台市立人来田小学校 1年 渡邊  碧
仙台 仙台市立芦口小学校 1年 菅  蒼也
仙台 仙台市立八木山小学校 1年 藤本  悠
仙台 仙台市立大野田小学校 1年 佐藤  愛里
仙台 仙台市立八幡小学校 1年 土井  陽太
仙台 聖ドミニコ学院小学校 1年 早津  咲希
仙台 仙台市立国見小学校 1年 佐々木  悠
仙台 仙台市立六郷小学校 1年 熊谷  美織
仙台 仙台市立東仙台小学校 1年 上保  克人

名取岩沼 名取市立愛島小学校 1年 佐藤  優樹
加美よつば 加美町立中新田小学校 1年 後藤  宙采
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 1年 田中  嬉歩
新みやぎ 気仙沼市立津谷小学校 1年 千葉  太鳳
新みやぎ 登米市立横山小学校 1年 須藤  翔吾
みやぎ登米 登米市立浅水小学校 1年 佐々木  玲和
みやぎ登米 登米市立豊里小・中学校 1年 成田  貴亮
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 1年 門間  和奏

仙台 仙台市立南小泉小学校 2年 小野  真愛
仙台 仙台市立岡田小学校 2年 我妻  穂佳
仙台 多賀城市立山王小学校 2年 小林  航太朗
仙台 仙台市立鶴巻小学校 2年 佐々木  乃愛
仙台 仙台市立八乙女小学校 2年 鈴木  菜月
仙台 仙台市立中田小学校 2年 伊藤  蒼空
仙台 仙台市立中田小学校 2年 齋藤  瑠緯
仙台 仙台市立片平丁小学校 2年 笹野  陽子
仙台 仙台市立金剛沢小学校 2年 芳賀  ひより
仙台 仙台市立東長町小学校 2年 菊地  雫
仙台 聖ドミニコ学院小学校 2年 八幡  光一郎
仙台 仙台市立桜丘小学校 2年 野崎  知紗
仙台 仙台市立幸町小学校 2年 太田  澪
仙台 仙台市立七北田小学校 2年 太田  美桜
古川 大崎市立古川第三小学校 2年 木村  祐信
古川 大崎市立古川第四小学校 2年 佐々木  柚寧

新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 2年 及川  瑠菜
新みやぎ 富谷市立日吉台小学校 2年 亀川田  音羽
みやぎ登米 登米市立米谷小学校 2年 千葉  菜月

仙台 仙台市立東長町小学校 3年 吉田  芽以
仙台 仙台市立寺岡小学校 3年 庄子  遥生
仙台 仙台市立連坊小路小学校 3年 神尾  龍
仙台 仙台市立立町小学校 3年 菅野  有星
仙台 仙台市立片平丁小学校 3年 小野寺  穂弦
仙台 仙台市立長町南小学校 3年 平林  由莉
仙台 多賀城市立山王小学校 3年 平野  翔大
仙台 仙台市立六郷小学校 3年 小島  菜乃
仙台 仙台市立中山小学校 3年 板坂  美祈

みやぎ仙南 柴田町立船迫小学校 3年 尾本  美織
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 3年 佐藤  華菜
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 3年 鈴木  隼斗
新みやぎ 栗原市立高清水小学校 3年 佐藤  瑞穂
新みやぎ 大衡村立大衡小学校 3年 山田  里紗
新みやぎ 大和町立小野小学校 3年 伊藤  あんじ
みやぎ登米 登米市立東郷小学校 3年 高橋  瑠希

（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 塩竈市立月見ヶ丘小学校 4年 遠藤  胡桃
仙台 仙台市立北六番丁小学校 4年 川上  楓禾
仙台 仙台市立長命ケ丘小学校 4年 菅原  慧
仙台 仙台市立片平丁小学校 4年 平川  智絵
仙台 仙台市立片平丁小学校 4年 及川  七夕
仙台 仙台市立八木山南小学校 4年 金澤  琳桜菜
仙台 仙台市立芦口小学校 4年 斎藤  侑眞
仙台 仙台市立大沢小学校 4年 髙橋  咲彩
仙台 仙台市立荒巻小学校 4年 内海  陽菜

名取岩沼 名取市立増田西小学校 4年 髙野  新夏
新みやぎ 大和町立宮床小学校 4年 角田  翔
新みやぎ 栗原市立鶯沢小学校 4年 菅原  羚央
新みやぎ 富谷市立成田小学校 4年 藤井  結愛
仙台 仙台市立八幡小学校 5年 五十嵐  綾香
仙台 仙台白百合学園小学校 5年 五十嵐  胡桃
仙台 仙台市立袋原小学校 5年 昆野  梅花

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 5年 坂野  公絆
みやぎ仙南 白石市立白川小学校 5年 平間  琴葉
みやぎ仙南 角田市立北郷小学校 5年 藤島  梨花

古川 大崎市立古川北小学校 5年 柳澤  美織
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 5年 渡辺  華蓮
新みやぎ 栗原市立栗駒南小学校 5年 吉尾  愛菜
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 5年 後藤  つむぎ
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 5年 岡  柊輝

仙台 仙台市立市名坂小学校 6年 鎌田  深叶
仙台 仙台市立北仙台小学校 6年 小野寺  玲
仙台 仙台市立茂庭台小学校 6年 京  結愛
仙台 仙台市立七郷小学校 6年 北村  心乃
仙台 仙台市立大和小学校 6年 髙橋  咲希

名取岩沼 名取市立増田西小学校 6年 佐々木  煌平
新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 6年 千葉  百花
いしのまき 東松島市立鳴瀬桜華小学校 6年 谷口  稀威
いしのまき 石巻市立稲井小学校 6年 三浦  羽菜
いしのまき 石巻市立湊小学校 6年 永尾  隆東
いしのまき 東松島市立赤井南小学校 6年 稲辺  苺

（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 宮城教育大学附属中学校 1年 佐藤  嘉保
仙台 多賀城市立多賀城中学校 1年 後藤  純佳
仙台 仙台市立将監東中学校 1年 佐々木  凛
仙台 仙台市立七北田中学校 1年 富谷  菜々子
仙台 仙台市立七郷中学校 1年 小松  香凛

新みやぎ 富谷市立東向陽台中学校 1年 松本  真奈
新みやぎ 大崎市立田尻中学校 1年 氏家  紗穂
新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 1年 鎌田  晴太郎
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 1年 上村  由和
みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 1年 髙橋  彩花
みやぎ登米 登米市立中田中学校 1年 熊谷  心遥
いしのまき 石巻市立青葉中学校 1年 森田  百花

仙台 仙台市立南中山中学校 2年 田中  友梨奈
仙台 仙台市立南小泉中学校 2年 新山  桃加
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 2年 安達  心愛
仙台 仙台市立台原中学校 2年 山田  碧衣
仙台 仙台市立第二中学校 2年 金谷  有紗
仙台 利府町立利府中学校 2年 岡崎  華歩
仙台 仙台市立折立中学校 2年 枝松  莉子
仙台 仙台市立加茂中学校 2年 山口  美雪
仙台 仙台市立蒲町中学校 2年 三浦  蒼梨

名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 2年 菅原  衣織
新みやぎ 栗原市立栗駒中学校 2年 吉尾  晴
新みやぎ 富谷市立東向陽台中学校 2年 越前  ひなの
みやぎ登米 登米市立南方中学校 2年 千葉  逢杜
みやぎ登米 登米市立佐沼中学校 2年 鈴木  仁

仙台 仙台市立西山中学校 3年 相澤  恵
仙台 仙台市立第一中学校 3年 早坂  歩未
仙台 仙台市立東仙台中学校 3年 髙橋  雛子
仙台 仙台市立寺岡中学校 3年 安倍  陽菜
仙台 利府町立利府中学校 3年 佐藤  ななみ
仙台 仙台市立西山中学校 3年 日内  優乃果
仙台 仙台市立南光台東中学校 3年 笹原  和花
仙台 仙台市立向陽台中学校 3年 武藤  妃音
仙台 利府町立利府中学校 3年 奥村  実千
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 3年 藤井  志帆
古川 古川学園中学校 3年 伊藤  彩羽

新みやぎ 富谷市立富谷第二中学校 3年 藤原  優衣
みやぎ登米 登米市立南方中学校 3年 佐々木  遥香
いしのまき 石巻市立河南西中学校 3年 芳賀  迦夢

（敬称略）


