
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y002 幼児 小橋 せいや Y028 小4 久保 愛來

Y002 小2 小橋 かずや Y028 小4 横田 結

Y002 小3 池畠 杏美奈 Y028 小4 井本 煌也

Y002 小4 中島 優希 Y028 小5 西本 新

Y002 小5 宮本 紗希 Y028 小5 石川 心美

Y002 小5 岸本 太一 Y028 小5 佐藤 幹汰

Y002 小5 松浦 光希 Y028 小5 松岡 実咲

Y002 中1 荒川 歩 Y028 小5 森山 律子

Y002 中3 形山 さくら Y028 小5 濵﨑 美涼

Y002 中3 小橋 叶愛 Y028 小5 王野 友結

Y002 中3 松浦 朋花 Y028 小5 小松 優水

Y003 小5 宮永 実紗希 Y028 小5 栢菅 紗那

Y003 小5 本地 想介 Y028 小5 家 琉希

Y006 小3 砂川 くるみ Y028 小5 藤本 初音

Y016 小3 萩原 愛子 Y028 小5 平田 奏美

Y016 小4 桂木 心花 Y028 小5 横田 歩睦

Y016 小5 重近 玲那 Y028 小6 加藤 咲奈

Y016 中2 左居 心々葉 Y028 小6 清野 耀介

Y016 中2 重松 美凪 Y028 小6 春本 直穂

Y026 小3 片山 そうし Y028 小6 森本 千陽

Y027 小1 藤本 ゆな Y028 小6 時光 希羽

Y027 小1 母里 さえ Y028 小6 久保 希羽

Y027 小3 松家 ひかり Y028 中1 大西 菜都

Y027 小3 藤本 ひな Y028 中1 髙木 寛永

Y027 小3 小野田 心乃 Y028 中1 福岡 蓮華

Y027 小4 岡本 一希 Y028 中1 秋山 七海

Y027 小4 吉野 真矢 Y028 中1 堀之内 希咲

Y027 中1 川辺 愛奈 Y028 中1 横田 愛依

Y028 小2 髙木 夕ま Y028 中1 西本 大智

Y028 小3 加藤 詩乃 Y028 中2 堀之内 れみ

Y028 小3 森山 つや子 Y028 中2 水舟 遥

Y028 小3 秋山 心海 Y028 中2 在間 春瑛

Y028 小3 小松 ふき Y028 中3 右遠 由奈

Y028 小3 住江 幸多朗 Y028 中3 今井 純之介

Y028 小3 鳥越 もな Y028 中3 西野 結美

Y028 小3 橋本 拓実 Y030 小3 北山 穂風

Y028 小3 平田 詩温 Y030 小5 小野 愛佳

Y028 小4 髙森 玖 Y030 小5 柴﨑 愛華

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y031 小2 小川 なぎさ Y036 小3  湊人

Y031 小4 小川 蒼翔 Y036 小3 本郷 萌華

Y031 中1 三宅 彩花 Y036 小3 杉山 凛之助

Y031 中3 池田 虎太郎 Y036 小3 池田 智陽

Y036 幼児 太田 彩夏 Y036 小3 橋本 侑季奈

Y036 幼児 内田 凰華 Y036 小3 池田 蒼

Y036 幼児 杉山 礼之助 Y036 小3 絹田 瑛士

Y036 幼児 井上 心陽 Y036 小3 髙宮 雅充

Y036 幼児 三上 芽生 Y036 小3 上原 葵乃

Y036 幼児 池上 諄 Y036 小4 森尾 朋矢

Y036 幼児 樋口 嘉紀 Y036 小4 本郷 由奈

Y036 幼児 片山 日花 Y036 小4 山口 小都花

Y036 幼児 上原 夏乃 Y036 小4 森近 星来

Y036 小1 森尾 皆美 Y036 小4 大國 礼奈

Y036 小1 佐々木 尊生 Y036 小4 髙畑 沙奈

Y036 小1 繁定 美月 Y036 小4 西尾 武紘

Y036 小1 草苅 剣心 Y036 小4 西尾 歩子

Y036 小1 内田 瑠菜 Y036 小4 藤﨑 柚奈

Y036 小1 池田 羚 Y036 小4 佐藤 優桜

Y036 小1 橋本 依嗣己 Y036 小5 神田 充輝

Y036 小1 髙宮 彩寧 Y036 小5 池田 彩暖

Y036 小1 池上 輝 Y036 小5 金谷 瑛士

Y036 小2 早瀬 久志朗 Y036 小6 森尾 友翔

Y036 小2 小林 由依 Y036 小6  奈々美

Y036 小2 平田 大翔 Y036 小6 福原 穂乃花

Y036 小2 髙畑 夏奈 Y036 小6 今村 楓花

Y036 小2 草苅 歩羽 Y036 小6 高山 敬晴

Y036 小2 内田 悠翔 Y036 小6 岡 桃生華

Y036 小2 井上 悠真 Y036 小6 西崎 栞寧

Y036 小2 新山 晃生 Y036 小6 ⾧滝 悠俐斗

Y036 小2 山本 慶 Y036 中1 仲田 莉奈

Y036 小3 神田 共輝 Y036 中1 北山 愛華

Y036 小3 山本 由莉愛 Y036 中1 栗本 愛菜

Y036 小3 西尾 晃太朗 Y036 中1 内藤 詩乃

Y036 小3 樋口 和奏 Y036 中1 金谷 琴音

Y036 小3 平田 莉楓 Y036 中1 友實 乙葉

Y036 小3 佐々木 望生 Y036 中1 山本 光哉

Y036 小3 小林 阿哉斗 Y036 中2 青山 舞花

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y036 中3 藤本 あおい Y080 小5 日野 帆凪美

Y036 中3 下山 真慶 Y080 小5 宇野 翔太

Y054 小1 山上 あおと Y080 小6 北村 愛真

Y054 小2 西谷 千の介 Y080 中2 鳥井 咲里

Y054 小5 橋本 汐音 Y080 中2 妹尾 茉奈

Y054 小6 小松田 心結 Y085 小3 窪津 瑛太

Y057 小2 藤井 玲那 Y085 小4 小田 真奈美

Y057 小4 角南 快彦 Y085 小4 戸井 晴音

Y057 小5 市河 優 Y085 小4 正司 かこ

Y057 小5 義若 葵 Y085 小4 藤川 なずな

Y057 小5 横山 和輝 Y085 小4 定方 政之輔

Y057 小6 藤井 琉那 Y085 小5 古家野 七瑞

Y057 中2 大野 仁子 Y085 小6 𦚰本 侑佳

Y057 中2 樋口 和奏 Y085 中2 杉野 結衣

Y066 小2 妹尾 歩昂 Y085 中3 松浦 遙飛

Y066 小2 竹内 琴音 Y100 小3 栗尾 芭那

Y066 小5 是信 侑来 Y100 小5 廣田 若菜

Y066 小5 持田 眞帆 Y100 小6 田口 愛姫

Y066 小5 四宮 采芽 Y100 中2 髙橋 杏奈

Y066 小5 前村 菜緒 Y101 小1 福田 あおい

Y066 小6 牧野 陽音 Y101 小2 藤井 りこ

Y066 中1 亀山 園実 Y101 小5 山﨑 心渚

Y066 中3 穂﨑 凜 Y121 小5 髙見 菜々子

Y070 小3 あべ ふくと Y121 小5 谷 菜々乃

Y070 小4 林 青空 Y121 小6 能㔟 知里

Y070 小5 仁科 心優 Y121 中1 田中 颯人

Y071 小5 福田 ゆな Y121 中3 田中 来幸

Y071 中1 福田 みゆ Y130 中2 板谷 茜

Y071 中2 石井 久愛 Y131 小4 井汲 禅

Y072 小6 上原 百華 Y132 小6 富岡 菫

Y074 小1 碇 渚紗 Y138 小5 伊東 明里

Y074 小1 渡辺 華 Y139 幼児 小林 あゆむ

Y074 小1 大塚 梨央 Y139 小2 小林 ひなの

Y074 小5 大塚 麻央 Y139 小3 青木 仁奈

Y074 小6 佐藤 美結 Y139 小4 小野 陽菜乃

Y074 中3 安東 隆惺 Ｙ139 小5 武井 秀悟

Y080 小3 せのお みゆ Ｙ139 小5 風早 蓮

Y080 小4 中山 美遥 Y140 小1 えんどう ゆめか

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y140 小2 みずしま ちか Y180 中3 福井 詩菜

Y140 小4 井上 純寧 Y182 小3 大脇 りな

Y140 小5 坂本 夢治 Y182 小3 前田 ゆきな

Y140 小6 井上 友梨歩 Y182 小4 岡田 菜乃羽

Y140 中1 坂本 渚咲 Y182 小4 黒川 倖羽

Y140 中2 安東 冨貴 Y182 小5 十鳥 直樹

Y140 中2 中島 千智 Y182 小5 泉谷 はる香

Y140 中3 日谷 鞠那 Y182 中1 後藤 なみき

Y140 中3 柳澤 絢音 Y182 中1 藤本 若羽

Y151 小4 堀 日向理 Y184 小5 大西 咲羽

Y151 小4 丸山 加歩梨 Y184 小5 星島 由依

Y151 小5 杉本 理花 Y188 小2 石井 りの

Y151 小6 内田 若葉 Y188 小3 森下 ななみ

Y151 小6 末平 芽衣 Y188 小3 山田 めい

Y151 小6 堀 杏理 Y188 小4 犬飼 珠果

Y151 中3 杉本 麻衣 Y189 小2 小川 結莉

Y157 幼児 ⾧坂 悠生 Y189 小4 中村 淳吾

Y162 小5 坂井 彩乃 Y189 小4 坂本 樹俐

Y162 小6 三谷 莉子 Y189 小5 松原 もか

Y162 小6 井上 美羽 Y189 小6 稻葉 大裕

Y162 小6 山﨑 奏汰 Y194 幼児 是友 あこ

Y178 幼児 しばの ひなた Y194 幼児 中島 まな

Y178 小1 しばの そうた Y194 小2 中しま こうたろう

Y178 小3 しばの ゆう大 Y194 小2 いけ田 ちえ子

Y180 小3 安田 あおい Y194 小5 田中 聖子

Y180 小3 下栗 けん太 Y194 小5 小橋 由萌

Y180 小3 松永 いろ羽 Y194 中1 池田 優衣

Y180 小3 古林 らん Y194 中1 後神 佑里乃

Y180 小3 も出木 さ羽 Y194 中1 原田 桃々子

Y180 小4 玉川 ゆう希 Y198 小2 吉武 あおい

Y180 小5 小川 実奈 Y198 小4 久山 朔子

Y180 小5 佐藤 瑛斗 Y198 小5 春名 桜子

Y180 小5 正清 花恋 Y198 小5 八木 沙織

Y180 中1 野口 明愛 Y198 小6 松浦 愛

Y180 中1 西尾 未羽 Y198 小6 津止 心暖

Y180 中2 齋藤 由依 Y200 中1 中村 佳世子

Y180 中2 赤木 真奈 Y209 中3 川口 美結

Y180 中2 小川 真歩 Y212 小5 江田 美月

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y212 小5 安田 聡太 Y312 小4 森本 梨乃亜

Y212 中2 安田 美緒 Y312 小5 田村 茅乃

Y232 小5 山田 陽子 Y312 小5 水川 杏

Y232 小5 ⾧尾 汐里 Y314 小1 柿本 ろくろう

Y250 小5 滝内 悠貴 Y314 小5 大川 華蓮

Y250 小5 中村 明愛 Y314 小6 岡崎 芙彌

Y250 小5 金田 丈毅 Y314 中2 江下 弥来

Y250 小5 髙森 万結 Y316 小3 植田 沙里

Y250 小5 延堂 佑太 Y316 小3 筒井 彬仁

Y253 幼児 平井 かほ Y316 小5 ⾧谷川 友奏

Y253 小1 森田 梨愛 Y316 小5 安部 凜香

Y274 小3  茅星 Y316 小5 植田 伎乃

Y274 小4 高柳 美愛 Y316 小5 横山 瑞樹

Y274 小5 高柳 涼輔 Y316 小5 古武 千晴

Y274 小5 乙倉 愛奈 Y316 小6 高岡 実代

Y274 小6 松田 彩花 Y316 小6 光田 蓮

Y274 小6 三浦 昂大 Y316 小6 頃末 咲翔

Y274 中1 大橋 礼弥 Y316 中1 毛利 悠

Y277 小3 ⾧森 ゆめな Y316 中3 渡邊 結衣

Y277 小5 野村 更 Y323 小2 村上 尚太郎

Y281 小3 ひろの あい子 Y323 小4 渡辺 ゆあ

Y281 小3 山内 よしと Y323 小5 村上 智耶

Y281 小4 猪木 春翔 Y326 小4 竹内 琴音

Y281 小4 植松 奈々 Y326 小5 生谷 紗愛

Y281 小5 松下 実怜 Y326 小6 塩見 萌々子

Y281 小5 片山 紗南 Y326 中2 塩見 菜々子

Y281 中1 尾﨑 怜 Y327 小6 寺村 彰悟

Y281 中1 濱本 彩衣 Y357 小5 渡辺 真衣

Y281 中1 廣野 結子 Y357 小6 小田原 君佳

Y281 中1 加藤 千織 Y401 小5 碓田 智代子

Y281 中2 松下 顕士 Y401 小6 宇野 綺華

Y285 中1 丸山 真生 Y401 中1 新田 彩乃

Y285 中2 馬場 悠寧 Y405 小4 高橋 俐人

Y288 小5 丹羽 花凛 Y405 小4 立石 永央子

Y288 小5 岡本 彩里 Y405 小4 福田 賢

Y288 小6 小川 琴音 Y405 小5 松田 奈々美

Y304 小2 竹内 花凛 Y405 小5 黒川 瑛斗

Y312 小4 金本 幸大 Y405 小5 久保 颯大

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y405 小6 逸見 杏奈 Y440 小3 佐藤 匠

Y405 中1 松浦 菜月 Y440 小3 藤井 喜平

Y405 中1 今出 莉摘 Y440 小3 芳賀 千夏

Y405 中2 堀米 結名 Y440 小3 小林 紗和

Y408 小1 木曽 優愛 Y440 小3 水田 佳菜子

Y408 小5 宮川 星夢 Y440 小4 安田 紬

Y422 小6 中島 桜 Y440 小4 石部 真梨

Y434 小2 松森 一花 Y440 小4 田中 杏汰郎

Y434 小6 平松 匡晴 Y440 小4 田中 菜乃映

Y434 小6 稲井 隼太 Y440 小4 矢野 心椛

Y435 小3 小林 花穂 Y440 小4 奥村 笙司

Y435 小4 小林 未來 Y440 小4 宮本 開斗

Y435 小4 横田 天音 Y440 小4 窪田 泰久

Y435 中1 小林 由奈 Y440 小4 田中 ひなた

Y435 中2 田中 有優美 Y440 小4 栗阪 爽菜

Y437 小2 香川 由依花 Y440 小4 鐘築 伶斗

Y437 小4 香川 愛花 Y440 小4 岡本 英慈

Y437 小4 鈴木 絢紀子 Y440 小4 藤森 飛羽

Y437 中2 吉田 明以 Y440 小4 山本 涼太

Y440 幼児 小林 世奈 Y440 小4 難波 洋徳

Y440 小1 安田 文穂 Y440 小4 小野 環

Y440 小1 仁科 賢誠 Y440 小5 髙田 悠夏

Y440 小1 日笠 遥人 Y440 小5 岡本 紗希

Y440 小1 難波 咲良 Y440 小5 栗原 さくら

Y440 小1 竹本 悠芽乃 Y440 小5 土門 莉子

Y440 小1 栗阪 藍桜 Y440 小5 谷口 碧

Y440 小2 藤田 祐輝 Y440 小5 川西 ゆい夏

Y440 小2 山本 晴輝 Y440 小5 石原 直樹

Y440 小2 平田 結愛 Y440 小5 角道 麻衣

Y440 小3 岡﨑 葵 Y440 小5 中濵 優奈

Y440 小3 石﨑 雅人 Y440 小5 保住 公美子

Y440 小3 土山 実暢里 Y440 小6 二宮 妃菜

Y440 小3 松島 彩音 Y440 小6 森阪 瑚夏

Y440 小3 池田 琴音 Y440 小6 小山 凪紗

Y440 小3 仁科 彩愛 Y440 小6 渡邉 亜莉沙

Y440 小3 小山 杏紗 Y440 中1 石﨑 和真

Y440 小3 片山 心蒼 Y440 中1 田中 さくら

Y440 小3 木本 芽伊 Y440 中1 末⾧ 陽詩

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y440 中1 角道 由芽 Y506 中3 竹上 彩華

Y440 中1 西崎 蒼生 Y510 小1 にしだ まお

Y440 中2 末⾧ 風和里 Y510 小1 入江 かな子

Y443 幼児 橋田 芽郁 Y510 小1 前田 さく

Y443 小2 河本 泰成 Y510 小1 こくまい みはる

Y443 小2 橋田 大輝 Y510 小1 いなだ ゆきの

Y443 小2 原田 晃成 Y510 小4 伴 結愛

Y443 小3 武内 結菜 Y510 小5 広瀬 千佳

Y443 小3 植村 友菜 Y512 小1 末森 旭妃

Y443 小3 村上 清来 Y512 小6 光森 美紗

Y448 小6 花川 大翔 Y514 小4 大橋 綾平

Y448 小6 源本 悠希 Y514 中2 浦部 藍

Y448 小6 新井 理映子 Y515 小1 荒芝 健吾

Y448 中2 花川 舞 Y515 小1 佐々木 富也

Y448 中2 源本 理彩 Y515 小3 立花 梓葉

Y448 中2 山下 葵 Y518 小1 新海 咲葵

Y501 小1 田中 結菜 Y518 小6 中塚 淳雄

Y501 小1 石津 希乃香 Y604 小6 永泉 愛莉

Y501 小1 ⾧谷川 由衣 Y611 小2 中島 伶理

Y501 小1 新谷 もえ Y612 小6 福永 怜奈

Y501 小1 中島 彩瑛 Y624 小6 岡田 若菜

Y501 小2 柴田 咲希 Y624 中2 岡田 愛菜

Y501 小2 光畑 仁一朗 Y626 小2 中村 芯平

Y501 小3 田淵 将理 Y627 小4 竹原 綾

Y501 小4 井上 和奏 Y633 小4 久﨑 美緒

Y501 小4 大月 香凛 Y643 小2 根木 結衣

Y501 小4 曽我部 百花 Y643 小6 根木 菜々子

Y501 小4 ⾧谷川 知香 Y646 中2 藤井 あみ

Y501 小6 池田 明紗 Y654 幼児 國安 葵衣

Y501 小6 仲村 友彩 Y654 小4 國安 美葉

Y502 小1 中村 友香 Y654 小6 國安 葵帆

Y502 小3 二宮 想良 Y656 小3 片山 吹優

Y502 小3 大林 彩花 Y660 小3 森 各暖子

Y502 小4 古村 桃子 Y660 小4 景山 結菜

Y503 中3 冨永 麻衣 Y660 小4 荒尾 侑子

Y506 小1 梶浦 みおり Y660 小4 岡本 彩愛

Y506 小3 藤井 心陽 Y660 小4 和田 康誠

Y506 小3 仲原 弘晟 Y660 小5 村上 盟

※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Y

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Y660 小5 藤田 颯馬 Y708 小5 山根 佑友

Y660 小6 小川 湊 Y710 小3 田淵 咲結

Y660 小6 水嶋 咲菜 Y712 中1 名原 奈瑠美

Y660 中1 中谷 妃奈里 Y714 小6 吉田 梓紗

Y660 中1 𠮷田 遥香 Y715 小2 吉岡 明希

Y660 中3 新田 奈央 Y716 小5 前田 航大

Y661 小1 宮地 桃衣 Y721 小3 小坂 みゆ

Y661 小3 姫井 優那 Y724 小1 本多 りかこ

Y661 小4 砂山 朋香 Y726 小5 大山 こころ

Y666 小2 片山 亮 Y727 中2 波多江 淳宏

Y666 小4 川元 あさひ Y730 幼児 関谷 芽依

Y667 小6 能美 葵羽 Y735 小6 水嶋 理乃

Y667 中1 形山 明日香 Y735 中2 水嶋 桃花

Y669 小5 楠 凉羽 Y736 小2 鳥越 ゆの

Y670 小3 安永 理紗 Y736 小2 大釜 ゆうり

Y670 小3 佐藤 丈浩 Y736 小2 福本 いちか

Y671 小4 半田 詠都 Y736 小2 高木 楓

Y672 小1 石井 ゆみか Y737 小4 若生 優美

Y672 小2 時末 かいと

Y672 小2 齊藤 ののか

Y672 小3 城平 わかな

Y672 小3 渡邊 ゆいな

Y672 小3 石井 ひなの

Y672 小3 那須 聖人

Y672 小4 佐藤 心咲奈

Y672 小5 城平 悠衣

Y672 小5 有光 志織

Y672 小5 逸見 嘉大

Y672 中1 佐々木 ひなた

Y672 中1 松坂 怜音

Y672 中1 福田 蒼空

Y672 中1 脇山 莉緒

Y673 中1 草野 心春

Y675 小4 大谷 望心

Y676 幼児 桐野 奏佑

Y676 小3 桐野 心葉

Y683 小5 星合 柚月

Y700 小5 大槻 まなみ

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


