
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号J

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

J002 小3 枝村 みおり J017 小4 河村 真希

J003 小5 福地 彩乃 J017 小4 上牧 あおい

J004 小1 髙橋 穂香 J017 小4 岡村 姫奈

J004 小4 田中 颯空 J017 小4 川崎 珠暖

J004 小4 豊島 あかり J017 小4 桑名 香穂

J005 小4 たけ田 かずき J017 小5 松永 紗良

J005 小4 小田切 彩葉 J017 小5 安田 瑠花

J005 小4 大林 直矢 J017 小5 比良 萌々恵

J005 小4 妹尾 しゅんすけ J017 小6 石田 楓果

J005 小5 松﨑 結生 J017 小6 花本 麻珠

J005 小6 安藤 紀史 J017 小6 浅原 翔太

J005 小6 柴岡 なつみ J017 小6 梶原 萌杏菜

J005 小6 横山 ななみ J017 中3 山本 結心

J005 中2 坪田 栞 J017 中3 武谷 晃希

J005 中2 柾本 怜美 J017 中3 渡邉 那音

J006 小2 林 みお J020 小4 山本 香南

J006 小3 肥田 ももか J020 小5 安部 輝希

J006 小4 坂田 羽美 J020 中3 三宅 さつき

J006 小4 東出 幸花 J021 小2 芝﨑 いちこ

J006 小5 ニコル 海亜 J021 小4 江口 虹汰

J006 小6 田村 玲雄 J021 小5 川上 千明

J006 中1 林 瑞季 J021 小6 佐野 綾音

J006 中2 青野 真奈 J021 小6 江口 凜

J006 中3 守安 真穂 J021 小6 迫田 雄太

J006 中3 小森 優 J021 中2 江草 凜乃

J009 小1 横田 あや J021 中3 行部 杏奈

J009 小3 森本 めい J021 中3 窪津 芹南

J009 小3 横田 旬 J023 小5 小畑 希綾

J009 小4 近藤 かな J023 小5 三宅 愛莉

J009 小4 中⻆ 璃音 J025 幼児 秋山 仁

J009 小6 近藤 倫央 J025 小1 赤穂 凱世

J009 小6 難波 颯介 J025 小1 平井 咲衣

J009 中3 清水 彩良 J025 小1 吉田 優里

J017 小3 さとう 光お J025 小3 山脇 葵結

J017 小3 あ見や たくと J025 小3 伊藤 慧

J017 小3 本多 あみ J025 小3 木村 湊

J017 小3 中村 ゆ心 J025 小3 松本 陽南

J017 小4 板谷 真和 J025 小3 ⾧原 琉真

※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J

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

J025 小3 本間 小百合 J034 小4 若松 佑真

J025 小3 渡邉 遙 J034 小4 能勢 優花

J025 小4 大橋 海音 J034 小5 成川 紗奈

J025 小4 雜賀 茉莉 J034 小5 若松 稜大

J025 小4 渡邉 結仁 J034 小5 松尾 歩花

J025 小4 西部 柚木 J034 小5 小杉 來樹

J025 小5 熊谷 莉乙

J025 小5 竹内 千恵

J025 小5 藤本 理沙

J025 小6 ⾧谷川 瑠美

J025 小6 原 愛実

J025 中1 岡 七海

J025 中1 松場 咲希

J025 中1 片岡 心優

J025 中1 加計 結夏

J025 中3 浦上 花音

J025 中3 川村 昂

J025 中3 秋山 薫

J025 中3 加計 菫

J027 小2 藤原 心渚

J027 小3 植田 和希

J027 小4 岡﨑 大和

J027 小6 摸利 優愛

J027 小6 髙畠 美波

J027 小6 竹内 寧音

J027 中1 山下 梨夢

J027 中1 岡﨑 一真

J027 中2 小橋 史旺

J027 中2 竹内 杏珠

J027 中2 藤原 里和奈

J027 中2 髙畠 柑奈

J028 小1 菅 颯人

J028 小4 木村 光

J028 小6 三澤 心央

J029 小2 土井 優季

J029 小4 土井 千聖

J029 中2 片岡 工実

J033 中2 大内 萌未

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


