
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L002 幼児 塩田 さくらこ L003 小1 山口  友維

L002 幼児 原田 桔心 L003 小3 中山 さつき

L002 小1 青山 みれい L003 小3 市瀬 統麻

L002 小1 工藤 がく L003 小4 田埜 若菜

L002 小1 森宗 みなと L003 小4 喜多 奏介

L002 小2 隈部 智晴 L003 小4 内田 桔梗

L002 小2 沼野 杏南 L003 小5 塚原 知輝

L002 小2 安部 詩月 L003 小5 髙橋 優太

L002 小3 塩田 隼也 L003 小6 井上 凛音

L002 小4 隈部 鈴彩 L003 中1 中山 颯太

L002 小4 笠原 大碁 L003 中1 間野 陽

L002 小4 青山 実優 L003 中2 片山 音々

L002 小4 水井 凛香 L003 中2 田埜 雅弥

L002 小4 杉本 律紀 L005 幼児 塚岡 さくら

L002 小4 津崎 春馬 L005 小1 竹川 遙

L002 小4 大西 孝典 L005 小1 渡邉 こいろ

L002 小4 谷口 智香 L005 小2 山本 元

L002 小4 宮下 暉英 L005 小2 畑 星七

L002 小5 中島 花奏 L005 小3 志水 遥飛

L002 小5 末森 愛 L005 小4 有本 結菜

L002 小5 髙田 彩夏 L005 小4 道田 響

L002 小5 沼野 柚果 L005 小4 渡邉 優亜

L002 小5 安部 悠月 L005 小5 山本 仁

L002 小5 小寺 悠斗 L005 小5 藤原 啓衣

L002 小5 難波 晃 L005 中1 山本 綾音

L002 小5 幸田 彩花 L005 中1 内村 紗英子

L002 小6 工藤 麻央 L005 中2 大栁 晴暉

L002 小6 藤原 快斗 L005 中2 光畑 妃歩

L002 小6 矢野 匡真 L005 中3 橘鷹 咲貴

L002 中1 笠原 優月 L005 中3 家岡 大輔

L002 中1 星子 有紀 L006 小3 三宅 幸奈

L002 中1 大和 宗真 L006 小4 釆女 莉緒奈

L002 中1 藤山 莉子 L006 小4 岡﨑 莉帆

L002 中1 難波 愛華 L007 小4 山本 小夏

L002 中2 飯島 愛透 L007 小6 八田 菜々子

L002 中2 髙橋 成典 L007 中1 松永 菜花

L002 中2 仁科 凜音 L008 幼児 那須 稔之佑

L002 中3 星子 沙紀 L008 幼児 津島 はるか

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L008 小1 寺坂 ちなつ L013 小4 古城 青暉

L008 小2 神尾 純愛 L013 小4 堤 梨紗

L008 小2 竹内 なりあ L013 小4 野竹 結衣

L008 小2 吉田 りの L013 小4 八方 佑都

L008 小3 川上 天寧 L013 小5 梅田 梨瑚

L008 小3 星島 りのあ L013 小5 石井 結菜

L008 小3 藤井 晟 L013 小5 福尾 彩乃

L008 小3 三宅 茉依 L013 小6 清迫 琉風

L008 小3 江原 かのん L013 小6 大室 輝莉

L008 小4 平松 歩高 L013 中1 梅田 梨里

L008 小5 那須 彩未 L013 中1 古城 美空

L008 小5 黒瀬 美玖 L013 中1 石井 遥菜

L008 小5 西原 彩芭 L013 中2 森田 早都

L008 小5 瀬戸川 楓音 L013 中2 平松 里菜

L008 小5 竹内 捺樹 L013 中2 大室 光正

L008 小6 川上 寧久 L013 中3 大室 三奈

L008 中1 大西 真由 L013 中3 ⾧谷川 愛莉

L008 中1 瀬戸川 葵音 L015 小2 朝川 裕梧

L010 小1 岡野 よしか L015 小4 稲田 結月

L010 小4 瀬﨑 海嘉 L015 小4 平松 亜莉沙

L010 中2 守屋 凛 L015 小6 松本 莉奈

L013 小1 古城 奏来 L015 小6 剱持 茉穂

L013 小1 山本 詩野 L015 小6 武藤 侑奈

L013 小1 堤 ゆうま L015 中2 武藤 花奈

L013 小1 野竹 りお L016 小4 越知 海翔

L013 小1 三瓶 なつき L016 小6 石井 みのり

L013 小1 八方 まお L018 小1 富永 けいじ

L013 小1 福尾 ともよ L018 小1 中川 みいな

L013 小1 中西 ちさ L018 小2 尾池 せりか

L013 小1 中濱 りのあ L018 小2 中山 ゆう

L013 小2 原田 帆乃香 L018 小2 佐藤 かほ

L013 小2 伊藤 舞衣 L018 小2 松本 つむぎ

L013 小2 海上 杏 L018 小2 近藤 うらら

L013 小2 岡本 芽依 L018 小2 平尾 もも子

L013 小2 石井 絢菜 L018 小3 西原 サク

L013 小3 山本 千駿 L018 小3 岩﨑 愛り

L013 小3 福尾 奈央 L018 小3 平石 佳大

L013 小3 石井 穂花 L018 小3 中桐 めい

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L018 小5 尾池 一成 L028 小4 とよ島 杏な

L018 小5 大森 愛子 L028 小4 大月 ゆうり

L018 小6 下浦 円佳 L028 小4 大谷 まほ

L018 小6 尾池 紅々苗 L028 小6 三宅 陸心

L018 中2 幡多 人海 L028 小6 大霜 さくら

L023 幼児 保田 けんと L028 中2 山下 晴聖

L023 小1 里見 はる L033 小1 森本 ゆい

L023 小2 中西 ゆみ L033 小2 川上 ゆきえ

L023 小3 有宗 茉桜 L033 小2 山岡 なの

L023 小4 服部 陸久斗 L033 小2 大熊 はると

L023 小5 安東 向葵 L033 小4 三宅 悠基

L023 小6 守安 藍人 L033 小6 寺田 莉央帆

L023 中3 金田 あゆな L033 中2 森定 万弥

L025 小1 林 ちさこ L034 小5 井上 慶一

L025 小4 林 皇士朗 L034 中1 井上 絢香

L026 小1 塚本 陽七太 L034 中2 七村 龍馬

L026 小1 齊藤 日向子 L035 幼児 荒木 はるの

L026 小2 渡辺 佳奏 L035 幼児 井手 ちさこ

L026 小2 田之口 奈々 L035 小1 山本 あかり

L026 小2 藤井 心健 L035 小2 井手 な乃か

L026 小2 西岡 由唯 L035 小3 村上 あゆみ

L026 小2 大月 友麻 L035 小4 鴫谷 光生

L026 小3 杉本 康知朗 L035 小4 植村 友哉

L026 小3 新谷 佑介 L035 小4 嶋村 咲希

L026 小3 塚本 七奈実 L035 小5 髙木 望未

L026 小3 岸田 愛梨 L035 小5 馬場 日彩

L026 小3 赤井 咲葉 L035 小6 松本 竜正

L026 小3 石原 琉愛 L035 小6 内藤 二瑚

L026 小5 杉原 美優 L035 中1 藤井 美歩

L026 小5 小野 結衣花 L035 中2 松本 乃愛

L026 小6 矢野 美羽 L035 中3 原 綾穂

L026 小6 藤井 結愛 L035 中3 久保田 咲貴

L026 小6 太田 優羽奈 L038 小2 船倉 ゆい

L026 小6 河合 夏花 L038 小2 菅 あやの

L026 中1 濵中 美穏 L038 小2 武村 ひまり

L026 中3 濵中 愛菜 L038 小2 ⾧田 ななこ

L028 小3 福島 ゆい子 L038 小3 妹尾 楓

L028 小3 藤井 りず L038 小3 河田 七音

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L038 小3 水元 咲希 L044 小6 北田 亜衣里

L038 小3 ⾧吉 瑛太 L050 幼児 澤田 連

L038 小4 戸田 稚菜 L050 幼児 佐野 楓

L038 小4 岡本 悠吾 L050 小1 池田 栞理

L038 小4 宮崎 香耶 L050 小2 難波 しん

L038 小5 奥 瑞稀 L050 小2 阪本 まお

L038 小5 川島 颯也 L050 小2 澤田 しゅん

L038 小5 田中 将生 L050 小2 安本 やよい

L038 小5 秋山 博音 L050 小2 横田 佳穏

L038 小6 武村 愛莉 L050 小2 熊野 ひなと

L038 小6 川口 結葵 L050 小2 宮本 ゆいか

L038 小6 清水 萌々香 L050 小2 片山 和思

L038 小6 戸田 絢葉 L050 小2 松江 陽愛花

L038 小6 船倉 安未 L050 小2 三宅 玲加

L038 小6 品川 未来 L050 小2 江口 実里

L038 小6 有働 千暁 L050 小2 徳森 加帆

L038 中1 井上 緋奈子 L050 小3 池田 知慧

L038 中1 田中 琉生 L050 小3 奥山 かんた

L038 中2 藤井 和佳菜 L050 小3 三宅 えま

L038 中2 水元 美羽 L050 小4 井藤 涼賀

L038 中2 清山 莉子 L050 小4 佐野 遥香

L038 中2 嶋田 彩花 L050 小4 平松 夢

L038 中2 嶋田 裕太 L050 小4 片岡 千春

L038 中2 山田 和奏 L050 小4 澤田 りん

L038 中2 西井 涼乃 L050 小4 宮本 咲季

L038 中3 河田 愛結 L050 小4 小西 希

L038 中3 内藤 望杏 L050 小5 橘 紗伽

L038 中3 楢村 咲音 L050 小5 寺﨑 咲羽

L038 中3 中塚 麻弥 L050 小5 小野 明音

L043 小2 寺田 ことね L050 小5 大橋 美咲

L043 小3 中村 ゆいな L050 小5 林 起暉

L043 小4 伊原 季咲 L050 小5 熊野 絢菜

L043 小4 丹下 翔太 L050 小5 井本 菜々子

L043 小5 合田 健人 L050 小6 上森 愛彩

L043 小6 丹下 暖彩 L050 小6 岩谷 真維

L043 小6 端場 蒼思 L050 小6 林 愛莉

L043 中2 髙木 真菜 L050 小6 中尾 優亜

L043 中3 浅野 ゆい L050 小6 森下 佳音

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L050 小6 吉川 美咲 L061 小5 伹馬 琉斗

L050 小6 関口 結 L061 小5 森 蓮斗

L050 小6 澤田 璃音菜 L061 小5 角田 もも花

L050 小6 渡邉 聖那 L061 小6 清水 弥古都

L050 小6 井藤 柚希 L061 小6 兼先 真衣

L050 小6 斎藤 拓海 L061 小6 池田 百晏

L050 小6 林 真央 L061 小6 定方 梓

L050 小6 奥山 詩乃 L061 小6 植田 愛

L050 小6 池下 遥登 L061 小6 岩元 晴花

L050 小6 宮部 瑞生 L061 小6 宮田 将吾

L050 中1 永山 結梛 L061 中1 西 真優

L050 中1 阪本 梨里 L061 中1 山本 美空

L050 中2 上森 紗彩 L061 中1 脇田 大空

L050 中2 林 莉渚 L061 中1 脇田 大和

L050 中2 片山 奈々香 L061 中2 景山 詩音梨

L050 中3 田中 こころ L061 中2 梅本 菜那

L050 中3 野口 穂佳 L061 中2 国本 夏稀

L050 中3 水島 凜 L061 中2 近藤 里咲

L056 小1 植村 かなた L061 中2 髙谷 夏央

L056 小4 宇津澤 星奈 L061 中2 伹馬 蒼乃

L056 小4 中原 理緒奈 L061 中2 太田 実里

L056 小4 横溝 昊花 L061 中2 山本 七花

L061 小2 芦田 あいり L061 中2 宮田 愛実

L061 小2 伹馬 せいや L061 中2 国本 唯夏

L061 小3 兼先 めい L061 中2 野村 柚妃

L061 小3 森 はる斗 L064 小1 白神 ゆうや

L061 小3 曽田 哲平 L064 小1 伊藤 あいか

L061 小4 山本 奏風 L064 小3 梅津 ももか

L061 小4 山田 晃大 L064 小4 白神 心暖

L061 小4 小山 拓真 L064 小4 倉光 陽咲

L061 小5 西田 獅童 L064 小5 松浦 実央

L061 小5 西 千優 L065 小2 石川 はやと

L061 小5 菊谷 衣真 L065 小4 石川 葵

L061 小5 山田 智大 L065 中3 尾﨑 芹菜

L061 小5 松葉 和壱 L071 小2 福田 みこと

L061 小5 村上 綾 L071 小2 大和 しづ

L061 小5 太田 靖規 L071 小2 藪脇 ゆい

L061 小5 浜村 優宏 L071 小2 赤堀 ゆうな

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L071 小2 永禮 りな L071 中1 藤井 悠桜

L071 小2 永禮 とあ L071 中1 杉本 真愛

L071 小2 仲井 ゆうしん L071 中1 竹内 瑠星

L071 小2 井野口 るり L071 中1 石川 愛乃

L071 小2 山本 りあん L071 中2 佐々 かなめ

L071 小2 真木 えま L071 中2 磯田 美涼

L071 小3 菅谷 大と L071 中2 日下 由奈

L071 小3 森脇 大ち L071 中2 有本 結奈

L071 小3 富田 そら L071 中2 佐々木 理那

L071 小3 末澤 ゆめ L071 中3 下山 莉央

L071 小3 真木 さえ L071 中3 山形 美緒

L071 小3 田代 ゆうか L071 中3 森本 藍華

L071 小3 芦田 いろは L071 中3 竹本 琉貴

L071 小3 田村 ほの花 L076 小1 広山 心大郎

L071 小4 山本 真子 L076 小3 橋間 優志

L071 小4 森崎 舞 L076 中1 廣山 小夏

L071 小4 松永 聖春 L076 中1 桑野 凛

L071 小4 永れ 心瑚 L077 小1 近藤 なお

L071 小4 仲井 みゆあ L077 小1 赤瀬 ななみ

L071 小4 ⾧たき 華 L077 小2 金光 夏音

L071 小4 内山 りあん L077 小2 岡本 れん

L071 小4 末澤 華 L077 小2 石崎 ねね

L071 小4 小松 ゆうか L077 小2 藤井 ゆい

L071 小5 岡本 菜乃 L077 小2 中上 ゆうな

L071 小5 杉原 柑南 L077 小2 小郷 ゆあ

L071 小5 八木 莉子 L077 小2 石田 ななみ

L071 小5 山崎 来夏 L077 小2 みしま みさと

L071 小5 井の口 りと L077 小3 加藤 匠

L071 小5 廣澤 知香 L077 小3 山﨑 ゆい

L071 小5 廣澤 佑香 L077 小3 家近 そう汰

L071 小6 江見 柾遼 L077 小3 山田 じゅん

L071 小6 森脇 菜月 L077 小3 中川 凜香

L071 小6 日下 颯太 L077 小3 南良原 らん

L071 小6 初岡 詠 L077 小3 清水 はると

L071 小6 仲井 真悠華 L077 小3 大谷 佳歩

L071 中1 菅谷 千都 L077 小3 村上 みゆ

L071 中1 森崎 日菜 L077 小3 守や そう佑

L071 中1 藪脇 梨央 L077 小3 よこ田 朱音

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L077 小3 髙北 り央 L077 中1 山下 瑞詠

L077 小4 山本 結翔 L077 中1 近藤 希香

L077 小4 川合 大輔 L077 中1 妹山 斗星

L077 小4 浅庫 和貴 L077 中2 森 優奈

L077 小4 本村 明佳里 L077 中2 岩本 明莉

L077 小4 岡本 凛音 L077 中2 林 琉唯

L077 小4 石崎 愛実 L077 中2 多賀 仁都

L077 小4 佐とう 美緒 L077 中2 伊藤 陽真梨

L077 小4 川人 ゆめ L077 中3 金光 碧

L077 小4 中野 もも花 L077 中3 大塚 樹里愛

L077 小4 妹尾 うた L077 中3 佐野 文哉

L077 小4 佐とう みゆ L077 中3 山下 瑞希

L077 小4 山中 さき L080 小5 日笠 詩乃

L077 小4 川上 らら L082 小3 見立 彩歌

L077 小4 渡なべ 月渚 L082 小5 清水 菜月

L077 小4 井上 あいな L083 小2 高山 ゆうな

L077 小4 貝原 ゆな L083 小2 福山 しの

L077 小4 髙本 琉 L083 小2 高木 しの

L077 小4 石原 ゆうき L083 小2 大田 れい

L077 小5 大谷 志歩 L083 小2 石原 とも大

L077 小5 中本 茉歩 L083 小3 佐々木 はるか

L077 小5 磯崎 夢 L083 小3 柴田 もも

L077 小5 梶谷 英麗奈 L083 小3 小原 なつほ

L077 小5 藤本 奈津 L083 小4 冠野 杏佳

L077 小5 森 花奈実 L083 小4 高山 美波

L077 小5 藤岡 美羽 L083 小4 光本 結香

L077 小5 迫 丈一郎 L083 小4 石原 嵩大

L077 小5 髙本 煌 L083 小5 高橋 悠月

L077 小5 尾島 花梨 L083 小5 谷田 幸菜

L077 小6 田中 利奈 L083 小6 大﨑 舞

L077 小6 川口 梓苑 L083 小6 樋口 愛依

L077 小6 林 すみれ L083 小6 西出 早那

L077 小6 川合 千尋 L083 小6 東川 心優

L077 小6 加藤 翠 L083 小6 池宗 和香

L077 小6 森 香織 L083 小6 冠野 友花

L077 小6 高本 咲歩 L083 中2 岩男 幸乃

L077 小6 鶴野 由珠 L083 中2 川原 夕和

L077 小6 久山 真央 L083 中2 角藤 聖仁

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L084 小1 鈴木 あんな L090 小4 井上 心陽

L084 小3 石原 舞佳 L090 中1 森原 緋南乃

L084 小3 宮田 愛梨 L091 小3 なん波 志な

L084 小3 西江 瞬祐 L091 小3 赤澤 りゅう征

L084 小3 福武 大騎 L091 小4 西町 詩

L084 小6 後藤 麻奈加 L091 小5 梶原 百加

L086 小1 川上 りん L091 小6 山根 琴葉

L086 小2 服部 ひさ子 L091 中1 金橋 悠真

L086 小2 池田 早き L091 中2 西町 捺

L086 小2 鳥越 みな L091 中2 安田 祐香

L086 小2 中山 円 L091 中3 井上 千温

L086 小3 谷井 優斗 L092 小4 西山 隼平

L086 小3 橋本 彩花 L092 小5 竹内 文香

L086 小3 信末 あかり L092 中1 加藤 萌音

L086 小4 柏木 月那 L093 幼児 漆谷 そら

L086 小5 松本 玲奈 L093 幼児 若宮 ちなつ

L086 小5 谷井 祐月 L093 小1 岡 はるひと

L086 小5 佃 陽菜花 L093 小1 阿相 きいな

L086 小5 笠原 珠希 L093 小1 野上 かこ

L086 小5 久安 歩未 L093 小1 奥畠 りな

L086 小6 山室 常和 L093 小2 平松 かな

L086 小6 服部 阿子 L093 小2 荒木 つばさ

L086 中1 橋本 遥 L093 小2 𠮷原 ななみ

L086 中2 吉田 千穂 L093 小2 髙橋 こころ

L086 中2 山室 結寧 L093 小2 山田 さき

L086 中3 服部 弦子 L093 小2 奥畠 さな

L086 中3 藤代 菫 L093 小2 岡野 あお

L087 中2 河本 愛悠 L093 小2 垰坂 るい

L087 中3 石井 千夏 L093 小3 目黒 琴香

L087 中3 峰平 紗良 L093 小3 漆谷 愛良

L089 小3 国府 千夏 L093 小3 大鶴 あみ

L089 小3 日置 七海 L093 小3 仁科 あい

L089 小4 藤江 菜々子 L093 小4 小坂 日和り

L089 小4 下江 舞優 L093 小4 竹崎 結衣

L089 小4 国府 莉依紗 L093 小4 髙原 裕之輔

L089 小4 上森 琴子 L093 小4 𠮷田 倫奈

L089 小4 桐山 真奈 L093 小4 時實 美宙

L089 小6 国安 悠衣 L093 小4 斉藤 万由子

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L093 小4 浅野 春輝 L096 中2 殿岡 真奈美

L093 小4 藤井 紗瑛 L096 中3 福島 悠菜

L093 小4 平田 紗愛 L097 小1 有田 ゆきの

L093 小5 荒木 琴羽 L097 小3 坪井 佐知

L093 小5 増田 つつみ L097 小5 中本 莉愛

L093 小5 大鶴 愛恵 L097 小5 川上 けい悟

L093 小5 中村 ぼたん L097 小6 原 愛梨

L093 小5 加計 七穂 L098 幼児 岩下 りお

L093 小5 漆谷 悠良 L098 小1 宮本 あいり

L093 小5 藤原 ゆ亜 L098 小2 南 さな

L093 小5 宮下 千咲 L098 小3 田邉 美咲

L093 小5 田代 晃聖 L098 小3 藤原 彩芽

L093 小6 斉藤 育 L098 小4 亀井 萌杏

L093 小6 中田 來希 L098 小4 末武 功成

L093 小6 岡野 蒼来 L098 小5 金堂 彩羽

L093 小6 堀井 一花 L098 小5 片平 夢香

L093 小6 ⾧谷川 向夏花 L098 小5 下津 淳平

L093 小6 岡 遥花 L098 小6 田邉 咲季

L093 中1 漆谷 應良 L098 小6 西尾 彩音

L093 中1 板坂 幸 L098 小6 白崎 心羽

L093 中1 増田 悠人 L098 小6 岸本 実咲

L093 中1 福岡 美紀 L098 小6 藤原 結愛

L093 中1 松尾 美希 L098 小6 尾﨑 結衣

L093 中3 森岡 そら L098 小6 山﨑 寛生

L093 中3 高橋 希歩 L098 小6 植木 陽葵

L093 中3 山崎 杏菜 L098 小6 藤井 悠貴

L095 小5 横部 隆一郎 L098 中1 大倉 彩矢

L095 小6 大谷 菜月 L098 中1 門脇 沙弥香

L095 中1 中田 このみ L098 中2 門脇 明日香

L095 中1 芦田 彩音 L099 小2 大賀 けいし

L095 中1 藤井 咲合 L099 小2 杉本 もな

L095 中3 藤井 快成 L099 小2 田上 あい

L096 小3 安元 唯 L099 小4 大賀 史織

L096 小5 伏見 優里菜 L099 小4 千葉 陽向

L096 小6 竹下 優月 L099 小5 粟井 千尋

L096 小6 内田 真愛 L099 小5 高井 陽彩

L096 中1 森上 佳音 L099 小6 小沢 志摩子

L096 中2 三宅 佑芽 L099 小6 杉本 笑菜

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L099 中2 木村 碧莉 L103 小2 咲村 しゅうと

L099 中3 小塚 花菜 L103 小2 山本 あおい

L101 小2 正木 れい L103 小2 篠原 せら

L101 小4 佐藤 美希 L103 小3 石賀 佑太

L101 小4 中野 公翔 L103 小3 奈良 俊祐

L101 小5 芦田 咲葉 L103 小3 岡田 唯愛

L101 小5 神田 紗希 L103 小3 松本 凛音

L101 小6 中野 美桜 L103 小3 杉坂 珠那

L102 小1 松本 わかな L103 小3 山口 祢音

L102 小2 中山 たかひろ L103 小4 島村 唯華

L102 小2 大守 あおと L103 小4 宮下 桃奈

L102 小3 ふじの 立子 L103 小4 西 真央

L102 小3 ⾧島 花る L103 小5 八木 翼

L102 小4 大守 心葵 L103 小6 山本 綾音

L102 小4 岩谷 芽依 L103 小6 奈良 実咲希

L102 小5 土井 斗蒔 L103 小6 佐伯 侑維子

L102 小5 万代 裕香 L103 小6 藤原 未奈

L102 小5 塚本 好香 L103 中1 松本 空音

L102 小6 大守 陽葵 L103 中2 西山 愛結花

L102 小6 藤野 示子 L103 中2 川野 里紗

L102 小6 万代 祐大朗 L103 中3 藤原 渚

L102 小6 熊﨑 唯 L103 中3 赤澤 巧

L102 小6 岡上 颯真 L105 小3 小野 心羽

L102 中2 井本 彩葉 L105 小3 渡邉 み空

L102 中2 岡田 純怜 L105 小3 まつ本 さら

L103 幼児 杉坂 ふうな L105 小3 わたなべ り音

L103 幼児 河本 かほ L105 小3 平まつ りんか

L103 幼児 ⾧瀬 さくら L105 小4 小野 桃羽

L103 小1 大喜多 あん L105 小4 ささべ みのり

L103 小1 青山 もも L105 小5 渡邉 桜

L103 小1 髙田 りせ L105 小5 能勢 一華

L103 小1 伴野 しゅうや L105 小5 石橋 聖華

L103 小1 宇城 じんち L105 小5 佐藤 蒼甫

L103 小2 横井 めい L105 小5 小山 陽菜

L103 小2 檀上 かほ L105 小5 早川 映月

L103 小2 藤井 すず花 L105 小5 渡邉 沙南

L103 小2 大山 まなみ L105 小6 小野 心あ

L103 小2 小橋 めい L106 小3 土井 栄育

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L106 小5 三宅 靖陽 L109 小1 光吉 ゆい

L107 幼児 濵西 つきの L109 小1 上野 じゅな

L107 幼児 神田 ななこ L109 小1 初岡 かすみ

L107 幼児 西本 かおる L109 小1 佐藤 めい

L107 幼児 仁科 さえ L109 小2 難波 るき人

L107 幼児 笠原 りく L109 小2 石井 めい

L107 幼児 角田 ゆうみ L109 小2 浜口 ゆうしん

L107 小2 敷田 さやか L109 小2 古山 はな

L107 小2 小川 しゅうへい L109 小2 青木 ゆい

L107 小2 田中 そう一 L109 小2 吉井 さあや

L107 小3 山﨑 真依 L109 小2 古谷 みのり

L107 小4 田 優衣 L109 小2 高橋 ゆずか

L107 小4 敷田 陽香 L109 小2 田上 いろは

L107 小4 小川 航平 L109 小2 地本 ほのか

L107 小4 眞鍋 碧太 L109 小2 瀬溝 かれん

L107 小5 立間 史望 L109 小3 福守 花渚

L107 小6 大島 実和 L109 小3 波多 聡一郎

L107 小6 山下 紗奈 L109 小3 谷中 ゆうり

L107 中1 藤田 真帆 L109 小3 山本 哲平

L107 中1 河島 理恵 L109 小3 石井 夢叶

L107 中2 眞鍋 瑛太 L109 小3 高橋 旺丈

L107 中3 松浦 美紀 L109 小3 杉原 旭

L108 幼児 岩井 志津 L109 小4 大倉 千世

L108 幼児 森本 明穂 L109 小4 岩橋 ほなみ

L108 小2 枝広 彩香璃 L109 小4 合田 莉菜

L108 小2 廣江 結菜 L109 小4 田上 粋

L108 小2 藤井 公士 L109 小5 難波 莉世

L108 小2 谷本 芽依 L109 小5 竹原 音羽

L108 小3 藤原 由起子 L109 小5 平田 みみい

L108 小5 佐藤 寿衣 L109 小5 平田 祐喜

L108 小5 高木 爽与花 L109 小5 山本 愛子

L108 小6 黒木 菜結 L109 小5 大木 愛

L108 中2 藤原 靖恭 L109 小5 古谷 咲衣

L109 幼児 難波 りほ L109 小5 安原 幹太

L109 幼児 穐山 たいち L109 小5 山本 祐誠

L109 幼児 福守 あやの L109 小5 木本 惟続

L109 小1 山本 ともや L109 小6 島 希実

L109 小1 山本 なおや L109 小6 生本 博一

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L109 小6 生本 季世佳 L112 中2 諏訪 なな子

L109 小6 波多 咲智子 L112 中2 秋山 理奈

L109 小6 古山 莉光 L112 中3 森 陽杜

L109 小6 江田 栞菜 L114 小1 早川 慶

L109 小6 合田 晴貴 L114 小1 山下 富久

L109 小6 黒木 凛 L114 小2 西原 愛麗

L109 小6 大倉 千裕 L114 小4 飯田 莉央

L109 小6 西井 結惟 L114 小5 赤星 紗奈

L109 小6 谷口 蒼馬 L114 小5 浅岡 玲士

L109 中1 石井 美羽 L114 小5 柏原 和郁

L109 中1 秋田 姫依 L114 小6 大島 和花

L109 中1 谷中 杏吏 L114 中1 伊藤 まりん

L109 中1 上野 杏樹 L114 中1 妹尾 真弥

L109 中2 大森 花 L114 中1 古宮 芽実

L109 中3 川端 祐遼 L114 中1 伊藤 美月

L109 中3 大倉 千奈 L114 中3 酒井 葉名

L109 中3 藤澤 茉由 L116 幼児 植月 かこ

L110 小1 馬場 結梨 L116 小2 服部 みより

L110 小1 末吉 智博 L116 小2 竹内 ねね

L110 小2 藤井 かえで L116 小3 竹内 たまき

L110 小3 馬場 柚希 L116 小3 有宗 茉胡

L110 小3 吉田 結登 L116 小4 岡本 桃佳

L110 小3 黒瀬 真志 L116 小5 奥 心花

L110 小3 石田 菜々香 L116 小5 吉成 心海

L110 小4 吉岡 怜美 L116 小6 寺坂 宜起

L110 小4 小見山 心寧 L116 中1 髙橋 澄可

L110 小5 中島 健伸 L116 中2 岸本 真依

L110 小5 服部 優海 L116 中3 今井 蓮華

L110 小5 石田 祐太 L118 幼児 湯浅 里映

L110 小6 秋山 尊 L118 幼児 熊野 晃太

L110 小6 池上 悠太 L118 幼児 大垣 杏

L110 小6 安井 清貴 L118 小1 川端 大智

L110 小6 中谷 颯希 L118 小1 脇本 凪彩

L110 中2 綱島 百香 L118 小1 河野 珠里

L112 小4 前田 敦熙 L118 小1 山本 貫太郎

L112 小5 細川 友香梨 L118 小2 菅田 結菜

L112 小5 倉田 萌衣 L118 小2 髙木 奏冴

L112 小5 奥村 康輝 L118 小2 中尾 郁仁

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L118 小2 福島 ひかり L118 小5 安田 香穂

L118 小2 古米 永人 L118 小5 山本 明澄

L118 小2 大地 優梨佳 L118 小6 髙元 陽菜

L118 小2 渡邉 翔太 L118 小6 田邊 綺

L118 小2 藤原 玄飛 L118 小6 太立 夏歩

L118 小3 林 愛莉 L118 小6 薬師寺 萌絵

L118 小3 鎌田 凛星 L118 中1 河合 のぞみ

L118 小3 熊野 日向 L118 中1 久本 実央

L118 小3 佐藤 舞歩 L118 中1 前田 奏音

L118 小3 井本 陽菜 L118 中1 芥川 涼子

L118 小3 入江 寛丞 L118 中2 中林 恵理歩

L118 小3 近間 陽生 L118 中2 大寺 杏梨

L118 小3 竹内 彩紗 L118 中2 岸田 アイ花

L118 小3 渡邉 果歩 L118 中2 練尾 実咲

L118 小3 平田 昇 L118 中3 河合 翼

L118 小3 河野 紗希 L118 中3 秋田 結衣

L118 小3 橋本 ひなた L119 小2 有岡 ようた

L118 小3 橋本 ひより L119 小2 松山 ゆり

L118 小4 脇本 優花 L119 小4 三宅 梨心

L118 小4 吉田 莉々奈 L119 小4 道本 かんな

L118 小4 川端 諒大 L119 小5 佐能 萌夏

L118 小4 鳴川 莉菜 L119 小5 有岡 多笑

L118 小4 湯浅 里梨 L119 小5 寺瀬 かんな

L118 小4 薬師寺 康晟 L119 小6 福尾 香名

L118 小4 原田 由羽 L120 幼児 伊藤 けんた

L118 小4 池田 光那 L120 小2 石井 ゆずは

L118 小4 小野 七海 L120 小2 赤木 ここね

L118 小4 渡邉 陽斗 L120 小2 坪井 みなみ

L118 小4 藤原 有杜 L120 小2 戸関 なな

L118 小4 練尾 心美 L120 小2 早川 なお

L118 小5 小林 夢珠 L120 小3 藤井 みはる

L118 小5 坂口 瑠奏 L120 小4 石井 よもぎ

L118 小5 中尾 紗菜 L120 小4 小野田 悠人

L118 小5 瀨嶋 楓香 L120 小4 石川 大誠

L118 小5 髙木 星花 L120 小4 池上 華楓

L118 小5 大西 健琉 L120 小4 赤木 美音

L118 小5 芥川 叶子 L120 小4 江川 りな

L118 小5 鈴木 秀都 L120 小4 戸関 琉斗

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L120 小4 池田 実央 L121 小5 ⻆南 優華

L120 小4 浅野 心花 L121 小5 田口 莉子

L120 小6 溝原 若奈 L121 小5 山本 望琴

L120 小6 岸本 仁見 L121 小5 日野田 千畝

L120 中1 小野田 莉加 L121 小5 岡田 嬉弥香

L120 中1 荒木 咲弥 L121 小5 ⻆南 温弥

L120 中1 岸本 麻綾 L121 小6 小坂 未咲

L120 中2 白神 綾夏 L121 小6 酒井 彩乃

L120 中2 坪井 ななみ L121 小6 岡 あこ菜

L120 中3 溝原 寛由 L121 小6 田中 鈴葉

L121 幼児 森廣 ゆいな L121 小6 西本 かのん

L121 小1 春名 ゆな L121 小6 浦上 綾花

L121 小1 里見 わか L121 中2 赤堀 夢來

L121 小1 吉元 あいり L121 中2 福田 ひなの

L121 小1 福田 なつは L121 中2 神原 陽花

L121 小2 柴田 ひな L121 中3 濵田 彩那

L121 小2 鳥越 ひまり L121 中3 松本 和樺

L121 小2 元番 ゆづき L121 中3 江見 千優

L121 小2 永幡 れいな L121 中3 畑口 月花

L121 小2 小林 かんな L123 幼児 藤井 聖華

L121 小2 水島 あみ L123 小1 藤井 哲成

L121 小2 畑口 ゆいな L123 小1 溝口 わかな

L121 小2 福田 れん心 L123 小2 大成 有叶

L121 小2 角南 れいな L123 小2 秋濵 七聖

L121 小3 絹田 壮馬 L123 小2 高木 はな

L121 小3 野々上 知佳 L123 小2 西田 桃果

L121 小3 山田 こころ L123 小2 髙岡 優貴

L121 小3 西本 咲悠 L123 小2 妹尾 奏

L121 小3 森廣 愛加 L123 小2 河島 柑奈

L121 小3 山科 りおな L123 小3 須江 恵

L121 小3 田口 そう大 L123 小3 田村 桜丞

L121 小3 浦上 愛椛 L123 小3 溝口 陽菜

L121 小3 山本 帆乃佳 L123 小5 牛尾 倫太朗

L121 小3 小林 詩音 L123 小6 須江 彩乃

L121 小3 福井 莉恩 L123 中1 牛尾 有希

L121 小4 福田 結心 L123 中1 俣野 優衣

L121 小4 里谷 苺香 L123 中1 大天 詩音

L121 小5 國富 杏香 L123 中1 橋本 絢音

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L123 中2 谷村 結菜 L124 中1 洲脇 あおい

L124 幼児 藤井 ゆいと L124 中1 松下 晴香

L124 幼児 松本 いろは L124 中1 天野 旭

L124 小1 室橋 なごみ L124 中1 那須 花乃

L124 小2 池田 りな L124 中1 入江 友基

L124 小2 森田 ありさ L124 中1 藤井 乃愛

L124 小2 一百野 かのん L124 中2 内野 碧美

L124 小2 戸川 えいな L124 中2 山坂 繭

L124 小2 松尾 はな L124 中3 片山 恵玲那

L124 小2 山下 はると L124 中3 藤井 絢斗

L124 小2 村木 ゆうし L125 小1 小倉 りお

L124 小3 伊丹 真穂 L125 小2 藤原 れな

L124 小3 竹内 ゆうま L125 小3 仲井 花りん

L124 小3 山川 千穂 L125 小3 ⾧瀬 寿有

L124 小4 戸川 侑弓 L125 小5 原 あおい

L124 小4 宮川 華帆 L125 小5 三浦 百由

L124 小4 一百野 心音 L125 小5 藤原 奈々

L124 小4 ⾧曽我部 陽大 L125 小5 木多 結菜

L124 小4 飛岡 更咲 L125 小5 髙見 葵生

L124 小4 室橋 和果 L125 中1 曽田 絢心

L124 小4 山本 優真 L125 中1 木多 智菜

L124 小4 荒尾 湊 L125 中2 矢山 拓実

L124 小4 山下 優希菜 L125 中2 ⾧瀬 有慶

L124 小4 高木 麻緒 L126 小1 片山 華奈

L124 小5 草加 有里奈 L126 小2 岩津 慶昇

L124 小5 ⾧船 駿 L126 小2 森分 暖々香

L124 小5 ⾧曽我部 乃愛 L126 小3 岩津 慎人

L124 小5 尾越 一輝 L126 小3 坂本 伊吹

L124 小5 尾形 優月 L126 小4 岩津 優里

L124 小5 平山 遙華 L126 小4 畑 ひまり

L124 小5 松下 尚永 L126 小4 町田屋 葵々

L124 小5 内野 理仁 L126 小4 岩津 瑛多

L124 小5 入江 紗与 L126 小4 山下 音葉

L124 小5 米本 彬人 L126 小4 渡邊 瑠愛

L124 小6 藤田 彩花 L126 小5 大月 瑛凛

L124 小6 宮川 真帆 L126 小5 山本 裕貴

L124 小6 尾越 光誠 L126 小5 松井 茉由

L124 小6 荒尾 秋成 L126 小5 宮野 由衣

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L126 小5 原 レイ L134 小4 眞𡽶 基

L126 小6 大倉 紅葉 L134 小4 口 芳敬

L126 小6 岩津 凛花 L134 小5 樋口 景悟

L126 中1 髙月 祥 L134 小5 大嶋 美月

L126 中1 岩津 那奈子 L134 小5 藤森 百々香

L126 中3 岩津 桃花 L134 小5 金岡 沙久乃

L129 小2 石川 さくら L134 小5 佐藤 百花

L129 小3 小野 はるな L136 小5 徳重 嘉菜

L129 小3 伊井 あいり L136 小5 上山 優月

L129 小3 橋本 茉依 L136 小6 中原 悠斗

L129 小4 植山 愛空 L137 小1 段堂 こうすけ

L129 小5 髙本 結加 L137 小2 藤井 さほ

L129 小5 守屋 文乃 L137 小2 畑中 さやか

L129 小5 福井 ゆう花 L137 小2 石井 ことな

L129 小5 笹井 望来 L137 小3 石原 永里菜

L129 小5 妹尾 佳恋 L137 小3 さくら田 ゆうじ

L129 小6 阿川 結衣 L137 小3 植木 初奈

L129 小6 逸見 晋平 L137 小3 岡 節奈

L129 小6 森分 惺 L137 小3 金光 夢来

L129 中1 伊井 りおな L137 小4 藤井 竣大

L129 中1 森分 優 L137 小4 國重 結愛

L129 中1 黒川 桜彩 L137 小4 日下 謙吾

L129 中1 出宮 那奈 L137 小5 鳴坂 百華

L129 中2 仲 沙月 L137 小6 井上 翔

L129 中2 岩城 奈緒 L137 小6 尾形 南々瀬

L129 中2 中川 千穂 L137 小6 河原 周

L131 小2 久保田 菜々 L137 小6 植木 聡太

L131 小4 河合 来士 L137 中1 宮本 輝

L131 小5 𠮷岡 紗季 L137 中1 服部 友香

L131 小6 久保田 愛 L137 中1 國重 亮羽

L131 小6 橘 明宏 L137 中2 合田 奈津子

L131 中2 久保田 咲 L137 中2 岡 篤司

L132 小3 河本 季子 L137 中2 虻江 雛妃

L132 小5 星島 彩葉 L137 中2 河原 至道

L134 小2 眞𡽶 諒 L138 幼児 平元 さら

L134 小3 大島 光稀 L138 小1 山田 めいな

L134 小3 藤枝 愛琳 L138 小1 中藤 まゆ

L134 小3 大嶋 美織 L138 小2 石尾 みれい

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L138 小3 中藤 りさ L139 小6 坂井 光遥

L138 小4 中島 晴矢 L139 小6 西垣 心暖

L138 小5 山田 優香 L139 小6 家岡 梨帆

L138 小5 石尾 凛太朗 L139 小6 棚田 駿

L138 小5 ⾧谷川 心優 L139 小6 山田 由加里

L138 小5 中藤 瑞紀 L142 小3 谷口 晴

L138 小5 平元 心結 L142 小3 今岡 葵

L139 幼児 三宅 健太 L143 小6 賴則 悠

L139 小1 安原 一花 L143 中1 天野 理央

L139 小1 竹下 翔大 L144 幼児 鎌﨑 泰地

L139 小1 中田 小春 L144 小2 西﨑 吏一

L139 小2 西垣 嘉晟 L144 小2 毛利 蓮

L139 小2 山本 啓暉 L144 小2 林 勇翔

L139 小2 前場 美来 L144 小4 西﨑 千青

L139 小3 石井 斗真 L144 小4 三宅 桃加

L139 小3 緒方 美南 L144 小4 妹尾 仁心

L139 小3 片山 侑万 L144 小4 石黒 沙紀

L139 小3 安富 楓 L144 小4 森野 志穂

L139 小3 三宅 隆太 L144 小5 竹内 幌起

L139 小3 安井 梓巴 L144 小6 操 柚葵

L139 小4 小田上 大斗 L144 小6 生藤 紗々

L139 小4 光畑 碧衣 L144 小6 生藤 紗知

L139 小4 多田 絢音 L144 中2 髙原 怜奈

L139 小4 西垣 嘉人 L145 小4 上岡 紘子

L139 小4 矢田 柚葵 L145 小5 黒石 明詩

L139 小4 棚田 愛梨 L147 幼児 朝山 ひなこ

L139 小4 水野 かんな L147 小1 下山 ゆずの

L139 小4 田中 愛実 L147 小2 横山 りょう

L139 小5 小野 色遥 L147 小3 小の田 ゆい子

L139 小5 安原 菜々花 L147 小4 小林 志保

L139 小5 四方 かのん L147 小4 河井 莉心

L139 小5 大江 紗生 L147 小4 川﨑 依知花

L139 小6 安井 乃愛 L147 小4 土居 そか

L139 小6 小田上 優菜 L147 小5 瓶井 瑛翔

L139 小6 渡部 薫 L147 小5 横山 仁菜

L139 小6 光畑 琴葉 L147 小5 岡崎 舞音

L139 小6 石井 栞奈 L147 小5 矢田 美空

L139 小6 阿部 みどり L147 小6 朝倉 柚希

※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L

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

L147 小6 山本 彩寧 L150 小3 藤原 はるか

L147 小6 出射 琴汐 L150 小4 光本 亜莉沙

L147 小6 古市 彩乃 L150 小4 岡 れいか

L148 幼児 角原 さき L150 小4 東たき 七海

L148 小1 大河 えな L150 小5 新宮 彩月

L148 小1 松成 さえ L150 小5 景山 美嶺

L148 小1 有田 けい L150 小6 三宅 美緒

L148 小2 小林 りく L150 小6 岡﨑 萌楓

L148 小3 有田 れい L150 小6 難波 葵

L148 小3 角原 いのり L150 中1 内田 爽椰

L148 小3 近藤 たまみ L150 中1 入屋 芽生

L148 小3 水川 なな L150 中1 瀬﨑 愛奈

L148 小3 大橋 ゆうな

L148 小4 黒川 栞那

L148 小4 山口 賢就

L148 小4 由本 和花

L148 小4 小林 昊空

L148 小5 大河 梨子

L148 小5 鳥越 楓香

L148 小5 松成 隼佑

L148 小6 岡信 葵衣

L148 小6 大橋 ななみ

L148 中1 山口 桃果

L148 中1 鳥越 美羽

L148 中1 由本 花帆

L148 中1 髙橋 華子

L148 中2 西本 菜津希

L149 小2 植木 みはる

L149 小2 杉香 日なの

L149 小3 向橋 映美

L149 小3 佐伯 風輔

L149 小3 福光 菜那

L149 小3 中柄 和子

L149 小4 下山 敦生

L149 小4 安達 俊太朗

L149 小4 菅谷 龍之介

L149 小5 植木 理央

L149 中1 木村 莉愛

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


