
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E004 小4 安積 風花 E010 小4 浅沼 創

E010 小1 白水 りの E010 小5 吉田 愛

E010 小1 中川 めい E010 小5 吉田 礼

E010 小2 高山 ふら E010 小5 杉本 理音菜

E010 小2 河本 そうた E010 小5 池田 莉乃

E010 小2 福永 心はる E010 小5 髙田 杏奈

E010 小2 永野 けんと E010 小5 山岡 千莉

E010 小2 池田 はる大 E010 小5 鳥越 結音

E010 小2 平仲 さきな E010 小5 永安 結衣

E010 小2 ⾧谷岡 しゅん一 E010 小5 新宮 誠人

E010 小2 湯浅 ななみ E010 小5 川島 咲花

E010 小3 大庭 しゅり E010 小5 岡安 莉侑

E010 小3 小池 しゅんすけ E010 小5 川口 莉央

E010 小3 田ぶち 心都 E010 小5 浅沼 朋

E010 小3 生田 色葉 E010 小5 西山 結

E010 小3 山岡 沙和 E010 小5 中川 優依

E010 小3 髙田 淳之介 E010 小5 岡田 英孝

E010 小3 山﨑 真央 E010 小5 岩井 小春

E010 小3 竹林 めい E010 小6 杉浦 桜

E010 小3 立道 ゆい E010 小6 近成 晴一郎

E010 小3 浦上 杏彩 E010 小6 三宅 皐太

E010 小3 川口 茉佑 E010 小6 竹林 愛琉

E010 小3 浦上 将宗 E010 小6 山本 真生

E010 小3 浦上 櫻子 E010 小6 今村 柚奈

E010 小4 ルグラン ジュリア E010 小6 根木 心麗

E010 小4 中井 海惺 E010 小6 横山 信

E010 小4 笹山 竜乃祐 E010 小6 福井 理央

E010 小4 前田 紳志 E010 小6 福田 愛香

E010 小4 安田 穂花 E010 中1 岩知道 蒼生

E010 小4 伴 和佳奈 E010 中1 石原 姫依

E010 小4 延原 海希 E010 中1 福家 涼永

E010 小4 中ざわ 佑太 E010 中1 中井 彩寧

E010 小4 山本 真寛 E010 中1 福家 絆永

E010 小4 大原 泰賢 E010 中2 原田 美和

E010 小4 安田 后結子 E010 中2 三宅 貫太

E010 小4 柳 知里 E010 中2 吾郷 斗真

E010 小4 南 優希 E010 中2 笹山 侑愛

E010 小4 福田 心愛 E010 中2 安田 有凜子

※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E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E010 中2 伊井 深穂菜 E048 中3 竹原 深月

E010 中2 延藤 叶桜 E058 小2 林 愛莉

E010 中3 直野 璃々花 E058 小4 橋本 きなり

E010 中3 足立 友梨奈 E058 小4 奥江 翼

E010 中3 平井 愛彩 E058 小4 小林 凛音

E010 中3 田中 芽依 E058 小5 明楽 知佳

E012 小2 折橋 楓 E060 小2 梶崎 しの

E012 小4 玉坂 ともき E060 小2 間野 しずか

E012 小6 玉坂 千夏 E060 小3 奥田 みなと

E018 小3 渡辺 理沙 E060 小3 井上 ななみ

E018 小3 清水 咲希 E060 小3 花田 心音

E018 小3 ⾧谷川 莉子 E060 小4 河嶋 文絢

E018 小4 佐藤 莉央 E060 小6 河嶋 文菜

E018 小4 川上 和佳奈 E060 小6 ⾧江 桃佳

E018 小4 多尾 絆那 E060 小6 田部 葵

E018 小5 浅井 沙耶 E060 小6 假屋 結惟

E018 小5 堀口 鈴 E060 小6 三海 陸斗

E018 小6 堀口 莉那 E060 中1 高田 優

E018 中2 浅井 美来 E060 中2 倉重 桃花

E018 中3 山﨑 彩憂羽 E060 中2 假屋 羚

E021 小2 岩永 りのん E060 中2 今田 雛乃

E021 小2 重友 りこ E061 小4 小坂 里桜奈

E021 小3 杉本 絃 E061 小5 上村 都貴

E021 中1 重友 由愛 E062 小2 西中 りく人

E039 小3 妹尾 彩加 E062 小4 上田 いおり

E039 小3 奥原 慧真 E062 小4 久本 はる真

E039 小4 河田 夢音 E062 小4 川村 り子

E039 小5 妹尾 美来 E062 小5 田原 美空

E039 小6 坪下 千鶴 E062 小5 小原 なみ

E039 中1 光畠 一輝 E062 小5 村上 真利亜

E048 小2 片山 こやた E062 中2 菊地 奈々葉

E048 小2 片山 さえ E063 小4 根本 澪奈

E048 小3 甲斐 涼華 E063 小4 中田 悠太

E048 小5 横田 心春 E063 小6 北尾 悠花

E048 小6 志茂 孝洋 E063 小6 松森 あおい

E048 小6 石原 理桜菜 E063 中2 本行 太一

E048 中1 竹原 一輝 E064 小4 廣瀬 咲愛

E048 中1 林 百乃 E064 小6 増成 沙弥華

※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E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E064 中1 橋本 奈波 E076 小3 松原 沙和

E066 小3 恒岡 愛奈 E076 小3 石浦 妃渚

E066 小4 黒木 朱音 E076 小5 滝澤 愛梨

E066 小4 鈴木 朋実 E076 小5 島地 祐成

E066 小4 髙谷 茉那 E076 小5 白石 絢香

E066 小5 佐伯 千尋 E076 小6 赤坂 茉姫

E066 小5 清水 諒実 E076 小6 大月 獅斗

E066 小5 友田 芽依 E076 小6 津嶋 大翔

E066 小6 三宅 心結 E076 小6 奥山 幹太

E066 小6 上野 璃咲 E076 小6 橋目 昊宙

E066 中1 大王丸 真斗 E076 小6 横田 大斗

E066 中3 岸本 菜々花 E076 小6 坂内 波美

E066 中3 加治屋 瑞葉 E076 中1 坂内 海美

E073 小2 神戸 あき E076 中1 村木 小夏

E073 小2 貞友 そうま E076 中1 佐方 菜月

E073 小2 仲野 ゆうと E076 中1 松田 星衣

E073 小2 矢野 かえで E076 中1 福原 優萌

E073 小2 新後 ゆい E076 中2 大原 望友

E073 小3 谷口 陽南 E076 中2 太田 果歩

E073 小4 小林 由侑 E076 中2 津嶋 心春

E073 小4 新後 純真 E076 中2 三宅 結菜

E073 小6 三浦 七花 E076 中2 青山 翔

E073 中1 石原 瑞季 E076 中2 小林 千珂

E073 中3 服部 杏実 E076 中3 小林 あかね

E073 中3 今田 晴斗 E082 小1 板野 ゆうか

E076 小1 横田 はな E082 小2 藤本 花

E076 小2 原田 そうた E082 小3 賀川 愛子

E076 小2 冨山 ゆうと E082 小3 次田 蒼波

E076 小2 島地 まお E082 小3 水内 杏

E076 小2 小野 ここな E082 小3 藤田 怜奈

E076 小2 池田 さあや E082 小4 曲 優妃

E076 小2 谷口 ゆう E082 小4 青森 奈菜

E076 小3 服部 美咲 E082 小4 仁戸田 歩美

E076 小3 おく山 ゆ月 E082 小4 仁戸田 渉

E076 小3 村木 千さ E082 小4 冨森 龍神

E076 小3 石原 夢子 E082 小4 牟田 悠乃

E076 小3 はま名 もか E082 小5 佐藤 茶都

E076 小3 なん波 汐 E082 小6 山神 早織

※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E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E082 小6 内田 百香 E085 中2 白澤 里寧

E082 小6 高山 梓 E085 中2 問田 茉佑

E082 小6 藤澤 曖芭 E085 中2 太田 暁斗

E082 小6 髙畑 愛理 E085 中3 園田 ちひろ

E082 中1 佐藤 千利 E085 中3 佐藤 美咲

E082 中1 市川 実優 E085 中3 上村 美結

E082 中3 板野 友美 E085 中3 應武 眞生

E083 小4 江田 陽葵 E085 中3 佐藤 伸輝

E083 小5 秋山 乎伽 E086 小1 冨岡 ゆい

E083 小6 板谷 萌愛 E086 小3 廣田 とうや

E085 小2 平田 花ほ E086 小4 秋山 由雅

E085 小3 應武 めい E086 小5 岡 蒼也

E085 小3 尾野 綾香 E086 中3 横山 可怜

E085 小3 有森 劉李 E087 小3 茅野 晃大

E085 小4 西家 恵子 E087 小4 佐野 勇輝

E085 小4 ⾧尾 泰我 E089 小2 北村 そうた

E085 小4 岡﨑 実桜 E089 小3 荒木 恵実

E085 小4 藤井 樹 E089 小4 岩上 咲花

E085 小4 藤原 陽希 E089 小5 髙雄 海翔

E085 小4 香川 心花 E089 小6 田淵 翔瑛

E085 小4 藤本 悠貴 E089 小6 難波 心菜

E085 小4 武田 櫻子 E089 小6 原田 直紀

E085 小4 佐々木 唯人 E089 小6 太田 吏咲

E085 小4 川添 響子 E092 小6 榎本 栞

E085 小5 平田 桜子 E092 小6 光元 紗菜

E085 小5 原 颯希 E092 中2 片山 歩実

E085 小5 斎藤 琉可 E096 小2 下地 りひと

E085 小5 柳井 勝伍 E096 小2 堤 とうか

E085 小5 沖田 優 E096 小3 小嵐 瑠南

E085 小6 難波 美百合 E096 小3 廣田 桃太郎

E085 小6 好井 陽菜 E096 小3 ⾧間 晴海

E085 小6 佐田野 永久 E096 小4 山田 康太

E085 小6 ⾧尾 初奈 E096 小4 田辺 健太

E085 中1 斎藤 凜帆 E096 小4 田辺 穂香

E085 中2 丸本 紗銘 E096 小5 福岡 白久空

E085 中2 尾﨑 葵唯 E096 小5 森近 莉子

E085 中2 秋山 歩奏 E096 小5 青野 莉愛

E085 中2 福田 千華 E096 小5 古市 梨桜

※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E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E096 小5 安藤 妃茉莉 E106 小1 中谷 紗子

E096 小5 石岡 紬 E106 小2 火口 ひかり

E096 小5 則清 桃花 E106 小2 松永 藍生

E096 小5 平丸 麗菜 E106 小2 佐々木 絢芽

E096 小5 丸濱 雅久 E106 小4 佐々木 彩芭

E096 小5 尾本 種生 E106 中2 寺澤 ひな乃

E096 小5 原 菜生 E106 中3 太田 奈都子

E096 小5 佐藤 瑞希 E110 小4 吉田 小春

E096 小5 波多野 公子 E110 小6 阪本 凛

E096 小5 逸見 陽菜 E110 中1 吉田 日和

E096 小6 原田 海莉 E111 小4 浅野 真奈

E096 小6 横打 小鈴 E113 小1 中杉 弥晴

E096 小6 古川 大雅 E113 小4 中島 明日咲

E096 小6 桑原 清乃 E113 小4 金森 咲羽

E096 中1 上島 櫻子 E113 小4 三木 心愛

E096 中1 上林 陽依 E113 小4 青木 麗々愛

E096 中1 小西 里奈 E113 小4 山下 姫乃

E096 中1 山田 聡一郎 E113 小4 堀内 咲那

E096 中1 西田 彩花 E113 小4 岩井 実

E096 中2 吉田 真依 E113 小4 﨑 えみ

E096 中2 古川 鈴菜 E113 小4 大饗 梨加

E096 中2 東 杏夏 E113 小5 水津 彩花

E096 中2 福岡 虹心 E113 小5 益田 愛理

E096 中2 和氣 明日香 E113 小5 大森 友滉

E096 中2 西本 日向子 E113 小5 岡正 宗也

E096 中2 黒石 琴里 E113 小6 後藤 芽伊

E096 中3 太田 椛子 E113 小6 安達 はるか

E096 中3 太田 寿莉 E113 小6 森 千咲子

E096 中3 原 萌生 E113 小6 播本 莉雄

E098 小4 坂野 優奈 E113 小6 青木 満莉愛

E105 小2 赤木 美瑞希 E113 中2 松岡 安仁

E105 小3 中島 梨緒 E113 中2 安達 一貴

E105 小3 石部 凱也 E114 小2 工藤 えま

E105 小3 戸田 深結 E114 小3 亀山 日向子

E105 小3 佐藤 里彩 E114 小3 田中 望央

E105 小5 小川 由乃 E114 小3 山口 実桜

E105 小5 大東 仁 E114 小3 鳥越 咲希

E105 小6 井上 夕里菜 E114 小4 岸本 里桜

※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E

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

E114 小4 杉原 有咲 E123 小3 國安 あやか

E114 小5 亀山 千花 E123 小3 西牧 さちえ

E114 小5 松尾 佳奈 E123 小3 齊藤 共咲

E114 小5 真鍋 碧杜 E123 小5 伊多 志真

E114 小5 平市 詩央里 E123 小6 東 拓海

E114 小6 森本 光 E123 中2 清水 絆菜

E114 小6 槌田 凛 E125 小6 東 実優

E114 小6 梶山 寧々 E125 小6 信原 瑠

E114 小6 吉原 琴美 E126 小3 吉村 華乃

E114 小6 叶谷 豪琉 E126 小3 岡田 桜子

E114 中1 中務 碧乃 E126 小3 吉村 優里

E114 中2 藤坂 茉優 E126 小3 本城 妃菜実

E114 中2 藤井 彩乃 E126 小6 奥山 みらい

E114 中2 木下 凛乃 E127 小3 林 美緒

E114 中3 叶谷 静菜 E127 小5 熊澤 未来

E114 中3 重野 美波 E127 小5 栗本 あみり

E114 中3 田口 初葵 E127 小5 林 恵里奈

E116 小5 下山 彩葉 E127 中1 岡田 亜美

E119 小3 橋本 さや E127 中1 加藤 瀬来

E119 中1 香山 千尋 E128 中2 黒井 真惟

E121 小5 渡邉 佐和子 E129 小2 蔵本 あい子

E121 小6 山本 陸 E129 小2 和田 なつな

E121 中2 藤枝 春香 E129 小2 原田 なお

E122 小2 田原 あおと E129 小2 守本 ゆい

E122 小2 松田 ゆう太 E129 小3 竹の内 亮子

E122 小2 濵田 りのん E129 小3 舩尾 ゆう

E122 小5 那須 歩 E129 小4 蔵本 聡太

E122 小5 高木 青空 E129 小6 遠藤 このみ

E122 小6 福元 美結 E130 小3 谷口 晃太

E122 小6 髙橋 可夢 E130 小3 森本 鎧心

E122 中1 岩﨑 雫 E135 小2 木山 颯斗

E122 中1 亀井 羅楽 E135 小3 栁本 旭陽

E122 中2 佐々木 言寧 E135 小4 内田 稀月

E122 中2 亀井 爽楽

E123 小2 ふくもと しおり

E123 小3 井上 ゆり

E123 小3 中村 しょうご

E123 小3 西山 あいり

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


