
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 仙台市立金剛沢小学校 1年 釜石  仁夏
仙台 仙台市立東仙台小学校 1年 熊谷  詩織
仙台 利府町立利府第二小学校 1年 竹谷  果歩
仙台 仙台市立連坊小路小学校 1年 那波  永都
仙台 仙台市立連坊小路小学校 1年 門脇  洵成
仙台 仙台市立荒井小学校 1年 阿部  彩花
仙台 仙台市立南光台小学校 1年 山本  紗蘭
仙台 仙台市立南光台小学校 1年 小林  篤史
仙台 仙台市立金剛沢小学校 1年 髙橋  和花

みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 1年 佐藤  優菜
加美よつば 加美町立中新田小学校 1年 佐々木  美羽

古川 大崎市立古川第三小学校 1年 清水  華
古川 大崎市立古川第四小学校 1年 和田  陽莉

いしのまき 石巻市立蛇田小学校 1年 熊谷  直輝
仙台 宮城教育大学附属小学校 2年 佐藤  愛
仙台 多賀城市立山王小学校 2年 尾﨑  光
仙台 仙台市立枡江小学校 2年 佐藤  ゆきの
仙台 仙台市立台原小学校 2年 遠藤  なのは
仙台 仙台市立八幡小学校 2年 吉原  幸里
仙台 仙台市立向陽台小学校 2年 中條  遥斗
仙台 仙台市立枡江小学校 2年 大山  新
仙台 仙台市立鶴谷小学校 2年 大塚  ゆかり
仙台 仙台市立南小泉小学校 2年 大堀  桃佳
仙台 多賀城市立天真小学校 2年 大松  翔
仙台 仙台市立東二番丁小学校 2年 佐藤  凛

新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 2年 永浦  叶采
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 2年 佐藤  未來
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 2年 真山  ちなみ
仙台 利府町立菅谷台小学校 3年 鈴木  萌衣
仙台 仙台市立八乙女小学校 3年 東海林  遼生
仙台 利府町立菅谷台小学校 3年 佐藤  翔大
仙台 仙台市立中山小学校 3年 伊藤  行成
仙台 仙台市立荒井小学校 3年 森田  千明
仙台 仙台市立連坊小路小学校 3年 那波  琳花
仙台 仙台市立向山小学校 3年 越智  友莉

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 3年 居坂  澪
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 3年 佐藤  康太朗
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 3年 合津  采音
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 3年 荒木  爽佑
新みやぎ 大和町立宮床小学校 3年 佐藤  あさひ
いしのまき 石巻市立万石浦小学校 3年 佐藤  直樹
いしのまき 石巻市立稲井小学校 3年 阿部  希子

（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 本蔵  みやび
仙台 仙台市立通町小学校 4年 櫻井  美咲
仙台 仙台市立立町小学校 4年 米地  剛毅
仙台 多賀城市立山王小学校 4年 佐藤  明穂
仙台 仙台市立沖野東小学校 4年 神作  理道

みやぎ仙南 村田町立村田小学校 4年 中川  望結
新みやぎ 大和町立小野小学校 4年 山本  紗千
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 4年 平木  万尋
新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 4年 及川  敬大
新みやぎ 美里町立南郷小学校 4年 新田  日向子
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 4年 菊地  愛琉
みやぎ登米 登米市立石森小学校 4年 千葉  響祐
みやぎ登米 登米市立南方小学校 4年 佐々木  大毅
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 4年 大山  楓華

仙台 仙台市立南小泉小学校 5年 大堀  友愛
仙台 仙台市立荒井小学校 5年 佐藤  翔哉
仙台 仙台市立四郎丸小学校 5年 紺野  仁那
仙台 仙台市立大野田小学校 5年 髙橋  玲花
仙台 仙台市立虹の丘小学校 5年 松浦  美緒
仙台 仙台市立若林小学校 5年 伊藤  愛恵
仙台 仙台市立連坊小路小学校 5年 那波  菜月

みやぎ仙南 柴田町立船岡小学校 5年 針生  壱太
みやぎ仙南 川崎町立川崎小学校 5年 佐藤  夢華
新みやぎ 栗原市立鶯沢小学校 5年 小野寺  晃大
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 5年 永浦  咲堵
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 5年 鈴木  京
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 5年 阿部  虹花
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 5年 吉田  羽那
いしのまき 石巻市立開北小学校 5年 野村  千沙妃

仙台 仙台市立市名坂小学校 6年 若生  遥希
仙台 仙台白百合学園小学校 6年 石橋  咲花
仙台 仙台市立南光台東小学校 6年 米村  琴美
仙台 仙台市立北仙台小学校 6年 田中  杏
仙台 仙台市立向陽台小学校 6年 五百川  蓮
仙台 利府町立利府第三小学校 6年 室田  純怜
仙台 宮城教育大学附属小学校 6年 工藤  千愛
仙台 仙台市立南小泉小学校 6年 田邉  幸喜

名取岩沼 名取市立愛島小学校 6年 遠藤  來々
新みやぎ 富谷市立富ヶ丘小学校 6年 渡邉  奈歩
新みやぎ 富谷市立成田小学校 6年 髙濱  あいか
いしのまき 石巻市立稲井小学校 6年 阿部  莉子

（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 宮城教育大学附属中学校 1年 髙橋  芭奈
仙台 仙台市立第二中学校 1年 米地  美優
仙台 仙台市立西山中学校 1年 小野  千凪美
仙台 仙台市立北仙台中学校 1年 桑名  絢子
仙台 仙台市立西山中学校 1年 上野  愛
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1年 神作  惟乃
仙台 仙台市立西多賀中学校 1年 嶺  祈

みやぎ仙南 村田町立村田第二中学校 1年 村上  寧音
みやぎ亘理 亘理町立荒浜中学校 1年 塚邉  夏帆
加美よつば 加美町立中新田中学校 1年 佐々木  理央
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 1年 阿部  虹心
いしのまき 東松島市立矢本第一中学校 1年 小田嶋  祐樹

仙台 利府町立利府中学校 2年 板橋  恵愛
仙台 仙台市立五橋中学校 2年 那知上  もえ
仙台 仙台市立北仙台中学校 2年 池田  幸太郎
仙台 仙台市立台原中学校 2年 山田  碧衣
仙台 仙台市立北仙台中学校 2年 辻󠄀川  栞
仙台 仙台市立第二中学校 2年 鈴木  胡桃
仙台 仙台市立南中山中学校 2年 田中  友梨奈
仙台 仙台市立幸町中学校 2年 鈴木  花奏
仙台 仙台市立南小泉中学校 2年 三浦  柚音
仙台 仙台市立上杉山中学校 2年 浅利  恭輔
仙台 利府町立利府中学校 2年 市町  ゆめの

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 登米市立佐沼中学校 2年 鈴木  仁
みやぎ登米 登米市立新田中学校 2年 千葉  望
みやぎ登米 登米市立中田中学校 2年 髙橋  航

仙台 仙台市立五城中学校 3年 板橋  詩恩
仙台 仙台市立南光台東中学校 3年 笹原  和花
仙台 仙台白百合学園中学校 3年 後藤  嘉花
仙台 仙台市立中山中学校 3年 伊藤  清正
仙台 仙台市立吉成中学校 3年 木村  優志
仙台 宮城教育大学附属中学校 3年 鈴木  檀史郎
仙台 利府町立利府中学校 3年 鈴木  奈々美

みやぎ仙南 柴田町立船岡中学校 3年 鈴木  万友
加美よつば 加美町立中新田中学校 3年 伊藤  ひらり
新みやぎ 大郷町立大郷中学校 3年 三浦  凛
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 石巻市立青葉中学校 3年 佐藤  絢夏

（敬称略）


