
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号A

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

A012 小1 小河原 太陽 A026 小2 財前 けいすけ

A012 小1 植松 えみか A026 小3 竹下 はるな

A012 小2 上園 琉ま A026 小3 山水 伊都

A012 小3 清水 かえで A026 小3 小笠原 光紀

A012 小3 竹本 しおり A026 小4 竹下 紗代

A012 小3 植松 かんな A026 小4 横溝 友悠

A012 小3 妹尾 げんき A026 小6 大野 可憐

A012 小3 日吉 ゆうき A026 中3 山水 健之介

A012 小3 平田 けい A026 中3 勇見 葵

A012 小3 小林 ゆい A028 小2 安藤 しょう太

A012 小3 原田 まひろ A028 小2 中村 こうき

A012 小3 鍋谷 こはる A028 小3 本田 まなみ

A012 小4 小河原 ゆな A028 小3 坂本 はると

A012 小4 西山 心和 A028 小4 小野 日那子

A012 小6 岡部 光里 A028 小5 本田 良太

A012 小6 金森 祐陽 A028 小6 木下 夢彩

A016 小2 みやた いと A028 小6 岡本 琉希

A016 中2 栢菅 優 A028 中3 浦上 穂乃花

A019 小1 中井 この A030 小4 板野 幹太

A019 小2 能勢 真司 A030 小4 的場 貴大

A019 小2 岡本 さくや A030 小4 守屋 太智

A019 小2 新延 紗奈 A030 小5 林 優衣

A019 小3 萬代 里奈 A030 小6 荒木 柚葉

A019 小3 遠藤 美咲 A030 小6 安藤 紗希

A019 小4 黒明 りんか A030 小6 横山 愛莉

A019 小4 大塚 世珠 A030 中2 島田 蒼良

A019 小5 中井 誉人 A030 中3 近藤 咲

A019 小5 片山 心晴 A034 小3 宗岡 花りん

A019 小5 遠藤 咲菜 A034 小4 藤原 合花

A019 小5 出射 佳奈 A034 小4 石井 泉妃

A019 小5 岡本 梗花 A049 小3 西林 彩音

A019 小5 山口 はな A049 小4 池田 琥珀

A019 小6 黒明 樹 A049 小6 原田 結愛

A019 小6 太田 奈那 A053 小3 青井 まなか

A019 中3 折口 和花 A053 小4 島村 亮佑

A022 中1 西﨑 葵 A053 小4 橋本 彩乃

A022 中2 桜本 ゆめの A053 小4 林田 咲良

A026 小1 植田 みゆき A053 小4 西橋 有翠

※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A

先生の番号 学年 氏名

A053 小5 浅野 真心

A053 小6 加納 優太

A053 小6 元吉 華音

A053 小6 近藤 優

A053 中2 金出地 洸太

A055 小4 氏平 秋音

A055 小4 福本 華子

A056 小4 白木 愛衣

A056 小5 井上 美玲

A056 小6 奥田 佳代

A056 小6 白木 優衣

A056 小6 広金 福美

A056 中1 田口 華

A056 中2 前原 理

A057 小3 吉村 倫弥

A057 小4 福田 心咲

A057 小4 深井 さくあ

A057 小5 吉村 理芳

A060 小1 小倉 桜子

A060 小1 脇 隆一郎

A060 小3 三宅 果歩

A060 小3 脇 礼俐

A060 小3 小倉 優太郎

A060 小4 片山 依吹

A060 小4 沖田 明維子

A060 小4 西本 早希

A060 小6 松永 莉々佳

A060 小6 児子 幸織

A060 中1 木下 詩萌

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


