
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号C

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

C001 小1 眞野 紗帆 C003 小6 近藤 凛

C001 小1 難波 きい C003 小6 谷口 妃彩

C001 小2 西平 光輝 C003 小6 貝原 悠太

C001 小2 堀家 りな C003 小6 清水 優衣

C001 小3 河田 怜那 C003 小6 佐藤 七海

C001 小4 山下 璃子 C003 小6 浅野 晴香

C001 小4 西平 光希 C003 小6 水島 杏

C001 小4 中島 桜空 C003 小6 片山 優人

C001 小4 山田 廉 C003 小6 稲田 晃大

C001 小4 千田 せり C003 中1 野添 紗菜

C001 小5 山下 寧々 C003 中1 菅 美月

C001 小5 堀家 由伊 C003 中2 三宅 陸仁

C001 小5 難波 聖那 C003 中2 篠田 奈々

C001 小6 眞野 紗衣 C003 中3 赤﨑 文音

C001 小6 中塚 美柚 C003 中3 中村 彩愛

C001 中1 立花 真奈香 C004 幼児 林 ちさき

C003 幼児 岡田 えな C004 幼児 西尾 ゆうすけ

C003 幼児 𠮷清 はな C004 幼児 鈎 まひる

C003 幼児 岡本 えな C004 小1 藤川 なな

C003 小1 片山 にこ C004 小1 棟⾧ ゆうな

C003 小1 髙橋 りほ C004 小2 岡本 たつみ

C003 小2 鶴森 はな C004 小2 鈎 あさひ

C003 小2 内藤 めい C004 小2 仁科 はる

C003 小2 田上 ふみたけ C004 小2 瀧口 あんな

C003 小2 佐藤 ももか C004 小2 山本 きい

C003 小2 岡本 れん C004 小3 定岡 恭平

C003 小2 福田 えま C004 小4 林 咲仁

C003 小3 亀山 結衣 C004 小4 植田 丈琉

C003 小3 岩成 彩衣 C004 小4 岡本 いちか

C003 小3 貝原 あやか C004 小5 小瀧 紗永

C003 小3 水島 稟 C004 小5 大月 悠輔

C003 小3 間庭 朋優 C004 小5 宮永 あおい

C003 小4 岡田 陸都 C004 小5 土谷 衛

C003 小4 金高 弘知 C004 小5 中野 愛菜

C003 小4 田上 心晴 C004 小6 定岡 謙伸

C003 小5 勝部 綾華 C004 小6 中山 丈琉

C003 小5 稲田 晴子 C004 小6 山手 隼士

C003 小5 野津 光咲 C004 小6 林 由維叶

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません



◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号C

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

C004 小6 山本 彩央 C005 中2 安東 和奏

C004 小6 吉国 未裕 C005 中2 清岡 紗奈

C004 小6 植田 珠理 C005 中2 香西 姫愛

C004 中1 西村 あかね C005 中3 田中 俐帆

C004 中1 安達 未来 C006 小1 坂本  結香

C004 中2 山本 紫月 C006 小1 妹尾 晟志

C004 中2 定岡 小夏 C006 小1 乗金 咲良

C004 中2 仲田 芽生 C006 小1 石本 侑生

C004 中2 藤川 倖 C006 小1 橋本 桃叶

C004 中3 西田 悠城 C006 小1 青木 日和

C004 中3 中山 栞菜 C006 小2 難波 梨花

C005 小2 松本 雛那 C006 小2 水船 匠

C005 小2 久戸瀬 友彩 C006 小3 山本 結莉菜

C005 小2 山本 愛子 C006 小3 石本 晄也

C005 小3 関島 咲希 C006 小3 久保 空大

C005 小3 貞宗 さくら C006 小3 宮口 さきね

C005 小3 中務 智晴 C006 小3 秋山 杏夏

C005 小3 友瀧 楓 C006 小3 風早 隼輝

C005 小4 平川 心菜 C006 小3 柳瀬 大海

C005 小4 藤森 乃亜 C006 小3 大月 かなた

C005 小4 松枝 真央 C006 小3 林田 華奈

C005 小4 岡本 結愛 C006 小4 溝口 夏萌

C005 小4 難波 咲羽 C006 小4 吉岡 由愛

C005 小4 武縄 怜真 C006 小4 小河 未侑

C005 小4 高矢 絢音 C006 小4 村上 友絆

C005 小4 久戸瀬 元啓 C006 小4 大住 和香菜

C005 小4 黒田 あこ C006 小4 濱田 遥一朗

C005 小4 関藤 梨乃 C006 小4 金森 友汰

C005 小5 難波 一華 C006 小4 小原 寧音

C005 小5 久戸瀬 真依 C006 小4 守安 紅葉

C005 小5 千田 麻鈴 C006 小4 大山 亜祐

C005 小6 平川 心結 C006 小4 岡崎 倫々

C005 小6 南田 紗璃 C006 小4 松本 ひなた

C005 小6 松本 七海 C006 小4 井上 和洋

C005 小6 岡本 愛里 C006 小4 水船 樹

C005 小6 松本 佳那 C006 小4 赤堀 史竜

C005 中1 富永 惇聖 C006 小4 難波 百花

C005 中1 安東 優奈 C006 小4 重見 和佳

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません



◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号C

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

C006 小5 坂本 怜史 C008 幼児 川井 希人

C006 小5 田邊 心花 C008 小1 川井 夢望

C006 小5 坂本 七重 C008 小1 村田 結唯

C006 小5 守安 彩葉 C008 小1 木佐貫 楓

C006 小5 浅野間 晴 C008 小1 森 静香

C006 小5 久保 星七 C008 小1 片岡 莉想

C006 小5 堺田 日鞠 C008 小2 髙浪 芹梨花

C006 小5 守安 ひまり C008 小2 小野 隼矢翔

C006 小5 大月 遙 C008 小2 片岡 蓮音

C006 小5 田淵 陸玖 C008 小3 森 文香

C006 小5 妹尾 貫佑 C008 小3 志水 楓

C006 小5 守安 七海 C008 小3 平野 凛空

C006 小5 中村 杏莉 C008 小3 小松原 夏帆

C006 小6 多田 ひかり C008 小3 大島 蒼翔

C006 小6 中山 もも C008 小3 小野 萌奈

C006 小6 平松 奈々 C008 小3 鳥羽 佑政

C006 小6 福島 実優 C008 小4 矢田 愛莉

C006 小6 甘中 克実 C008 小4 黒木 虹心

C006 小6 岡崎 瀬南 C008 小4 数谷 信元

C006 小6 貝原 蓮都 C008 小5 漆間 はな

C006 小6 佐田野 歩乃 C008 小5 三島 颯介

C006 小6 小池 絢士 C008 小6 大坪 和花

C006 小6 剣持 伯音 C008 小6 中村 優衣

C006 小6 松本 壮太 C008 小6 鳥羽 美来

C006 小6 難波 美玖 C008 中2 大坪 楓

C006 中1 守安 ひより C008 中3 中村 陽菜

C006 中1 赤堀 美結 C010 小3 木津 桜

C006 中1 久保 心音 C010 小3 新山 果瑚

C006 中2 平松 桃花 C010 小4 白井 美緒

C006 中2 西 薫 C010 小4 濱野 雅

C006 中3 口 凛 C010 小4 新山 玲未

C006 中3 西阪 望愛 C010 小6 右川 美緒

C006 中3 松永 ひなた C011 幼児 小土井 夏音

C006 中3 山下 玲菜 C011 小1 北川 湧大

C006 中3 赤木 友香 C011 小1 横山 慎志

C007 小3 繪面 彩 C011 小1 森年 咲月

C007 小3 山代 奈実 C011 小1 森田 琴子

C007 小4 新村 絢紗 C011 小2 森脇 夏彩

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません



◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号C

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

C011 小3 曽我 彩乃 C011 中2 石丸 彩乃

C011 小3 森宗 花奈 C011 中2 藤九 彩寧

C011 小3 松岡 瑠那 C011 中2 一橋 満里奈

C011 小3 内海 志予 C011 中2 貝原 悠月

C011 小3 片山 明里 C011 中2 守永 琴香

C011 小3 富山 そら C011 中2 金田 千明

C011 小3 高瀨 心愛 C011 中2 北川 稜佳

C011 小3 田邉 陽菜 C011 中3 石丸 千夏

C011 小3 大山 はな C011 中3 秋岡 隼太

C011 小3 吉川 えみ C011 中3 藤原 帆夏

C011 小3 白川 想乃佳 C011 中3 森 由希

C011 小3 廣坂 湊斗 C012 小4 床 季那保

C011 小4 石丸 花苗 C012 小4 山本 祐慧

C011 小4 ⾧久 晴斗 C012 小4 森 彩優菜

C011 小4 堀 崚吾 C012 小4 大濵 英奈

C011 小4 小土井 咲音 C012 小4 山根 翔智

C011 小4 森年 柚月 C012 小4 奥田 千文

C011 小4 川渕 百華 C012 中1 奥山 果南

C011 小4 大隅 蒼翔 C014 小1 吉松 ひなた

C011 小4 木口 琥太郎 C014 小1 三浦 芽生

C011 小4 西野 希 C014 小1 南條 一臣

C011 小5 横山 詩乃 C014 小2 俣野 桜菜

C011 小5 金田 美紀 C014 小3 小高 光稀

C011 小5 大森 愛佳 C014 小3 俣野 桃華

C011 小5 渡辺 佳桜 C014 小3 南條 はるか

C011 小5 貝原 望 C014 小4 比嘉 希愛

C011 小5 名雪 沙音 C014 小5 礒島 咲笑

C011 小6 西村 結那 C014 小5 吉松 虎之助

C011 小6 冨岡 愛生 C014 小5 福田 実音

C011 小6 鳥路 紗都 C014 小5 渡辺 朱莉

C011 小6 爲季 紗楽 C014 小5 南條 一玖

C011 小6 守永 帆花 C014 小5 浪越 碧唯

C011 小6 秋岡 紗代 C014 小6 水嶋 楓子

C011 小6 竹内 花実 C014 中1 比嘉 愛莉

C011 小6 藤枝 莉伽 C014 中2 大室 心菜

C011 小6 小土井 絢音 C014 中2 米津 花音

C011 中1 寺本 莉菜 C017 幼児 平野 かんな

C011 中1 木口 恵茉 C017 小1 川田 ちさき

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません



◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号C

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

C017 小2 仁科 ゆめか

C017 小2 木村 なな

C017 小2 藤川 せな

C017 小2 田子谷 あやな

C017 小3 西 のの羽

C017 小3 嶋田 りほ

C017 小3 石橋 そう太

C017 小4 川田 望未

C017 小4 中原 楓

C017 小4 吾郷 桃子

C017 小4 松浦 乙葉

C017 小6 中山 聖琉

C017 小6 吾郷 結子

C017 中1 平松 あきほ

C017 中1 佐藤 有姫

C017 中2 村上 祥太郎

C017 中2 見附 愛美

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


