
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号R

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

R002 小1 中川 あいこ R009 小4 綱嶋 美月

R002 小3 ひろ川 そうし R009 小4 森元 柑奈

R002 小4 池田 悠人 R009 小5 城尾 沙良

R002 小4 中西 せ音 R009 小5 泉 ひより

R002 小4 大林 佑ご R009 小5 柴田 大輝

R002 小4 豊田 大翔 R009 小5 高森 来翔

R002 小5 松岡 明里 R009 小5 藤原 陽生

R002 小5 豊田 悠暉 R009 小5 柳沢 こころ

R002 小6 廣川 紗奈子 R009 小5 宮元 咲愛

R002 小6 中江 美羽 R009 小6 中川 結心

R002 中1 藤原 優菜 R009 小6 野亀 楓真

R002 中2 山本 心暖 R009 小6 野口 寧々

R002 中3 阿形 紗那 R009 小6 奥山 快士

R009 幼児 奥山 心菜 R009 小6 杉山 莉穂

R009 幼児 桧尾 樹 R009 小6 居森 煌生

R009 小1 坂元 和心 R009 小6 植月 丈一郎

R009 小1 橋本 侑季 R009 中1 岡﨑 里紗

R009 小1 粟井 星奈 R009 中1 中川 凜音

R009 小1 菊池 莉緒 R009 中1 津田 晴哉

R009 小1 青山 颯大 R009 中1 橋本 湊翔

R009 小1 伊東 遼 R009 中1 福原 漱

R009 小1 河野 いろは R009 中1 宮元 愛莉月

R009 小2 城尾 柚衣 R009 中2 南 百音

R009 小2 奥山 実久 R009 中2 津田 優哉

R009 小2 尾上 美月 R009 中2 赤堀 史奈

R009 小2 綱嶋 佑心 R009 中2 尾高 成海

R009 小2 鳥形 聡大 R009 中2 古市 杏莉

R009 小2 谷口 羽海 R009 中2 杉山 結菜

R009 小3 菊池 真緒 R009 中3 衣籏 理子

R009 小3 津田 菜々子 R009 中3 藤森 愛実

R009 小3 宮元 花愛 R009 中3 福田 鈴音

R009 小3 野村 峻平 R009 中3 植月 あかり

R009 小3 桧尾 波瑠 R010 小6 高田 美歩

R009 小4 中嶋 空士 R012 小5 岡 祐駈

R009 小4 野口 來々 R012 小5 谷口 太一

R009 小4 粟井 梨華 R012 小5 尾崎 里緒

R009 小4 青山 花楓 R012 小5 野山 侑生果

R009 小4 南 雄登 R014 小3 森安 円佳

※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R

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

R014 小3 松岡 けんご R065 小3 谷口 夏実

R033 小4 中島 汰一 R065 小3 二木 奏丞

R042 小2 藤澤 ゆりか R065 小3 仲本 篤広

R042 小2 安づま めい R065 小3 小野 慎斗

R042 小3 押田 そう太 R065 小3 伊東 厳

R042 小4 安づま ひな R065 小5 樋口 紗彩

R042 小5 中野 百合花 R065 小6 井上 紗佑

R042 中2 川元 菜々子 R065 小6 岡 茜

R049 小6 村上 七海 R065 小6 福井 雅歩

R049 小6 田渕 来理 R065 小6 伊東 環

R050 中2 池内 みずき R065 小6 谷口 芽衣

R050 中3 小倉 悠弘 R065 小6 池嶋 日菜子

R050 中3 芦谷 咲菜 R065 中1 友實 心都

R051 小3 こく米 みほ R065 中2 阿部 杏音

R051 小3 花ふさ あらた R065 中2 吉田 琴音

R051 小5 小玉 季穂 R065 中3 小西 姫華

R051 小5 花房 美空 R065 中3 西尾 夢羽

R051 小5 岩野 さき R065 中3 友實 杏寧

R051 小5 上本 ゆ衣 R066 小3 中島 直大

R051 中2 森 歩夢 R066 小4 清田 和花

R051 中2 本田 結萌 R066 小5 白澤 七佳

R051 中3 岡 惟人 R066 小5 西元 那歩

R051 中3 岡 世怜 R066 小6 佐々木 芽依

R054 小5 常藤 結菜 R066 中1 西元 和夏

R054 小5 照井 董惺

R055 小2 やぶ田 彩乃

R055 小2 川上 か音

R055 小3 谷平 一さ

R055 小4 やぶ田 菜海

R055 小4 さわ 和ま

R055 小5 岸本 來龍

R055 小5 中村 奎翔

R055 小5 関谷 愛里

R056 小2 わ田 京

R056 小5 和田 紡

R056 小6 宇佐美 大地

R056 中2 宇佐美 多笑

R065 小1 安藤 綾里子

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


