
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q002 幼児 住田 はやと Q002 小4 對馬 蓮

Q002 小1 若林 りく Q002 小4 渡辺 さくら

Q002 小1 廣瀨 ちさ Q002 小4 安田 碧羽

Q002 小1 山本 りょうた Q002 小4 新延 愛子

Q002 小1 上田 りょうへい Q002 小4 田中 望海

Q002 小1 ⾧尾 しおり Q002 小4 大本 莉愛

Q002 小1 毛利 悠孝 Q002 小4 難波 真穂

Q002 小1 古市 さき Q002 小5 田辺 心音

Q002 小1 原田 ゆり Q002 小5 小畑 龍生

Q002 小1 遠藤 ほのか Q002 小5 若林 心春

Q002 小1 赤澤 さくら Q002 小5 若林 虹彩奈

Q002 小1 對馬 るか Q002 小5 陣内 心優

Q002 小1 石川 てるき Q002 小5 吉岡 夏希

Q002 小1 岩切 こうたろう Q002 小5 大野 偉沙

Q002 小1 西谷 わたる Q002 小5 福島 惇太

Q002 小1 笹野 おう一ろう Q002 小5 平木 勇誠

Q002 小2 関 あやの Q002 小5 藤田 紗矢香

Q002 小2 小林 かなめ Q002 小5 小豆 奈央

Q002 小2 小畑 あんじゅ Q002 小5 相賀 友里

Q002 小2 吉岡 希衣 Q002 小5 是友 翔太

Q002 小2 塩津 愛梨 Q002 小6 三宅 優真

Q002 小2 大迫 みき Q002 小6 小菅 聖滋

Q002 小3 牧野 朝 Q002 小6 米田 祥

Q002 小3 原田 怜奈 Q002 小6 髙嶋 初依

Q002 小3 ⾧尾 美咲 Q002 小6 藤原 捺帆

Q002 小3 岡田 り子 Q002 小6 岡﨑 花和

Q002 小3 鎌田 真帆 Q002 小6 岡野 詩音

Q002 小3 住田 彩音 Q002 小6 是友 杏那

Q002 小3 陣内 れみ Q002 小6 難波 里帆

Q002 小3 藤原 壮志 Q002 中1 岩崎 光佑

Q002 小3 古家野 由羽 Q002 中1 岡辺 美玖

Q002 小3 岡野 恵莉 Q002 中1 ⾧尾 侑哉

Q002 小3 田中 玲凪 Q002 中1 陣内 優衣

Q002 小3 市田 あみ Q002 中1 矢部 寛明

Q002 小3 三宅 希音葉 Q002 中1 釋子 真貴

Q002 小4 前田 結愛 Q002 中2 ⾧田 香奈

Q002 小4 松熊 亜弥 Q002 中2 村上 真悠華

Q002 小4 阿久根 灯 Q002 中2 前田 海聖

※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Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q002 中2 藤原 志帆 Q011 小2 しお手 りせ

Q002 中2 衣笠 華郁 Q011 小3 さかき原 ひな子

Q002 中2 大本 夕愛 Q011 小3 太田 ゆいな

Q002 中2 田中 咲羅 Q011 小3 三木 ののか

Q002 中2 難波 千尋 Q011 小3 岩井 輝来

Q002 中3 川上 心大朗 Q011 小4 髙﨑 真汎

Q002 中3 髙嶋 凰輝 Q011 小4 阿部 叶愛

Q002 中3 綾野 帆夏 Q011 小4 関川 由来

Q002 中3 松熊 祐樹 Q011 小4 木山 寧音

Q002 中3 矢部 優未 Q011 小4 大久保 葵依

Q002 中3 釋子 真依 Q011 小4 あら木 さき子

Q007 小2 わたなべ しん Q011 小5 若林 希歩

Q007 小5 杉本 千紗 Q011 小5 荒木 陽菜子

Q007 小5 伊達 彩莉 Q011 小5 藤山 珠妃

Q007 中2 宇土 茉子 Q011 小5 土岐 穂乃佳

Q010 小1 とみまつ ゆな Q011 小5 三木 心晴

Q010 小1 山田 はづき Q011 小5 武内 夏穂

Q010 小2 新見 ゆうか Q011 小5 中尾 優奈

Q010 小2 前田 いろは Q011 小6 岡本 知子

Q010 小2 丸山 あゆな Q011 小6 船橋 智哉

Q010 小2 友浦 りりあ Q011 中1 山縣 咲来

Q010 小3 前田 紗来 Q011 中1 松本 萌珂

Q010 小3 伊達 杏り Q011 中1 小寺 希果

Q010 小3 塚本 こう平 Q011 中3 小寺 穂果

Q010 小3 大澤 柚夏 Q013 小2 八幡 右京

Q010 小3 沼田 京花 Q013 小3 髙嶋 つむぎ

Q010 小3 角南 珠菜 Q013 小4 近藤 莉愛

Q010 小4 田中 希実 Q013 小4 八木 ゆうき

Q010 小4 木科 梨乃愛 Q013 小5 原田 純志

Q010 小5 冨松 芽生 Q013 小6 八幡 小町

Q010 小5 淺野 結嘉子 Q013 小6 小竹 紗葵

Q010 小5 中内 蘭 Q013 中3 琵琶 惺菜

Q010 小6 内村 優希 Q015 小2 中山 にいな

Q010 小6 芳地 凜音 Q015 小2 森脇 日奈子

Q010 中1 杉本 采香 Q015 小2 金澤 いちか

Q010 中1 髙橋 奈優 Q015 小3 柳井 ゆの

Q011 小2 わか林 もこ Q015 小4 堀 華陽

Q011 小2 しお田 みく Q015 小4 福田 さち

※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Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q015 小4 伊藤 くるみ Q020 中1 吉武 穂波

Q015 小4 中山 叶望 Q020 中2 水島 彩瑛

Q015 中1 伊藤 匠哉 Q020 中3 松下 珠々

Q015 中2 堀 華弥乃 Q020 中3 松本 晴菜

Q018 小4 加藤 沙和 Q020 中3 中村 文音

Q018 小6 岸本 愛海 Q020 中3 ⾧春 和里

Q018 小6 松枝 和 Q023 小4 田邉 奈音

Q018 小6 清板 和香葉 Q023 小6 安井 咲貴

Q018 小6 多田 叶香 Q023 小6 滝下 聖愛璃

Q018 中2 池田 奈生都 Q023 中1 柴川 莉緒

Q019 小5 河合 徹心 Q023 中2 中村 美羽

Q019 中1 川上 菜那 Q023 中3 照井 来実

Q019 中1 石川 こころ Q023 中3 柴川 竜太朗

Q019 中1 畑元 荷怜 Q023 中3 山本 結菜

Q019 中2 河合 心結 Q024 小3 岡崎 か音

Q020 小2 平林 さわ子 Q024 小3 久戸瀬 きみか

Q020 小3 藤村 夏帆 Q024 小4 小山 りょう太

Q020 小3 松下 陽織 Q024 小5 猪股 虹乃

Q020 小3 二宮 ちほ Q024 小5 渡辺 琴心

Q020 小3 延原 陽真里 Q024 小6 川﨑 優香理

Q020 小3 横山 惠里帆 Q024 中1 渡辺 真央

Q020 小3 井川 大慈 Q024 中1 猪股 翠

Q020 小3 丸山 里咲 Q024 中2 清原 玲奈

Q020 小4 岩藤 陽人 Q024 中2 岡 波音

Q020 小5 平田 陸斗 Q024 中3 岡 心優

Q020 小5 依田 尚佳 Q024 中3 大塚 萌衣

Q020 小5 三木 敬太 Q026 小6 河村 奏音

Q020 小5 松浦 優來 Q032 小1 若杉 まな

Q020 小5 二宮 孝太郎 Q032 小2 藤田 のの

Q020 小6 藤原 里桜 Q032 小2 石原 一こう

Q020 小6 井川 愛子 Q032 小2 森 みく

Q020 小6 山下 海羽 Q032 小2 分島 たいら

Q020 小6 藤原 杏奈 Q032 小4 分島 えま

Q020 小6 金髙 尚子 Q032 小4 大島 佳純

Q020 小6 平林 小弥 Q032 小4 小田 愛結斗

Q020 小6 丸山 希歩 Q032 小4 吉田 麟太郎

Q020 小6 尾島 成美 Q032 小5 松尾 珀仁

Q020 小6 藤田 夏海 Q032 中1 伊藤 菜乃波

※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Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q032 中2 引尻 麻菜美 Q040 小5 飛岡 碧波

Q032 中2 守屋 茉南 Q040 小5 内藤 慈

Q032 中2 小川 明莉 Q040 小5 妹尾 優花

Q032 中2 折田 未来 Q040 小5 山本 杏奈

Q032 中3 星島 未空 Q040 小5 大上 希明

Q036 小1 佐々木 つむぐ Q040 小5 水野 和奏

Q036 小2 藤森 みあい Q040 小5 吉永 徹三

Q036 小3 天元 らいと Q040 小5 宮城 未来

Q036 小4 野中 うみは Q040 小5 笠井 美桜月

Q036 小5 藤森 玲愛 Q040 小6 河野 夢叶

Q036 中2 松岡 優翔 Q040 小6 五賀 咲希

Q036 中2 竹内 美姫 Q040 小6 櫻井 晴日

Q037 小5 水島 淳平 Q040 中2 塩津 結衣

Q037 中3 渡邊 妃奈乃 Q040 中3 浮田 直登

Q038 小2 小林 ももか Q040 中3 宮城 乃々花

Q038 小2 加山 かほ Q042 小3 三宅 藍香

Q038 小2 池上 心の Q042 小3 藤原 くるみ

Q038 小3 向山 はるか Q042 小4 寺門 琉花

Q038 小5 深見 巧真 Q042 小5 中島 莉央

Q038 小5 ボールドリー 李咲 Q043 小3 出井 花

Q038 小5 向山 颯真 Q043 小5 石原 奈緒

Q038 小5 仲 杏那 Q043 小6 村上 桃奈

Q039 小3 石原 くるみ Q043 小6 小川 叶恋

Q040 小3 尾坂 ともか Q043 中1 毛谷 知歩佳

Q040 小3 酒井 さなえ Q043 中3 江藤 佳奈恵

Q040 小3 末廣 けんと Q045 幼児 門田 旭

Q040 小3 島おか ふう花 Q045 小3 太田 瑚子

Q040 小3 宮谷 会世 Q045 小3 栢谷 莉帆

Q040 小3 いの上 おう太 Q045 小4 西山 萌菜

Q040 小4 河向 絢祐 Q045 小5 原田 千歳

Q040 小4 かじ本 芽愛 Q045 小6 新井 杏菜

Q040 小5 野﨑 敬介 Q045 小6 平松 遥

Q040 小5 石原 菜乃香 Q045 中1 栢谷 琉生

Q040 小5 大川 凛音 Q045 中2 西田 美優

Q040 小5 宮谷 一会 Q046 小2 森本 桔子

Q040 小5 池口 朋希 Q046 小3 溝口 いちか

Q040 小5 坪根 杏夢 Q046 小3 藤本 こはる

Q040 小5 松本 和佳奈 Q046 小5 藤本 暖奈

※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Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q053 小5 井上 まゆ子 Q055 小6 大西 未桜

Q053 中3 赤木 進次郎 Q055 小6 濵口 楓

Q054 小2 前田 周穂 Q055 小6 板﨑 心豊

Q054 小3 竹井 さくら Q055 小6 植木 結菜

Q054 中1 仕田原 羽菜 Q055 中1 山口 まりな

Q055 幼児 藤原 ゆめ Q055 中1 本郷 杏樹

Q055 幼児 松永 きょうか Q055 中1 弥生 陽

Q055 小2 𠮷原 ゆい Q055 中1 若松 育智子

Q055 小2 井上 こうせい Q055 中1 片山 朋哉

Q055 小2 三宅 りな Q055 中1 江國 星夏

Q055 小2 本郷 ゆき Q055 中1 山川 実緒

Q055 小2 宮野 とあ Q055 中1 植盛 望愛

Q055 小2 畑 ゆうり Q055 中2 岡﨑 幹奈

Q055 小2 江國 けんしん Q055 中2 藤原 夢花

Q055 小3 水本 ののか Q055 中2 東海 希明

Q055 小3 紀村 ひの Q055 中2 濵口 三咲

Q055 小3 秋庭 いろは Q055 中2 大西 克明

Q055 小4 薮田 あおい Q055 中2 名古谷 姫奈

Q055 小4 南 こうせい Q055 中2 加藤 舞

Q055 小4 藤原 千え Q055 中3 藤澤 まり花

Q055 小4 福島 りいな Q055 中3 岡 心愛

Q055 小4 井上 ゆな Q055 中3 菊池 真緒

Q055 小4 玉井 きらり Q055 中3 竹田 和叶

Q055 小4 小林 瑠々花 Q055 中3 木﨑 博史

Q055 小5 鴨生 秦 Q055 中3 斉藤 美咲

Q055 小5 近藤 衣都 Q055 中3 藤原 怜美

Q055 小5 𦚰 心羽 Q056 小3 中村 ゆ月

Q055 小5 安村 あよこ Q056 小3 奥原 ひろ文

Q055 小5 松岡 紘未 Q056 小5 萩野 柚月

Q055 小5 三宅 愛理 Q056 中1 鎌田 真季

Q055 小5 江國 星愛 Q056 中1 畑中 優里

Q055 小5 加藤 優治 Q057 小2 田内 翼光

Q055 小5 金﨑 瑠愛 Q057 小3 竹内 うるみ

Q055 小6 坂下 琴美 Q057 小5 坂本 理伊知

Q055 小6 辻本 漣 Q057 小5 仲井 優海

Q055 小6 前原 明莉 Q057 小5 藤本 さわ

Q055 小6 西村 鎧 Q057 小6 菅 直夏

Q055 小6 藤原 美姫 Q058 幼児 浜野 しほ

※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Q

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

Q058 幼児 山田 さき Q059 小4 平井 結子

Q058 幼児 濵砂 ゆうま Q059 小4 栗原 玲奈

Q058 小1 竹本 しおり Q059 小4 柳井 優月

Q058 小1 紙谷 きょうたろう Q059 小4 福本 梨乃

Q058 小1 山﨑 千づる Q059 小4 大森 心寧

Q058 小2 根〆 さゆ Q059 小4 西山 華

Q058 小2 中江 ひな Q059 小4 安井 結南

Q058 小2 鈴木 かなえ Q059 小4 則武 珠実

Q058 小3 浜野 利き Q059 小5 桒原 佑空

Q058 小3 山﨑 しゅんき Q059 小5 牧野 航太郎

Q058 小3 村上 なお Q059 小5 吉村 凛

Q058 小3 くわ木 ゆら Q059 小5 十時 可帆

Q058 小3 はまの あ音 Q059 小5 加藤 未來

Q058 小4 竹本 朱莉 Q059 小5 為房 鈴々

Q058 小4 原 兆 Q059 小5 服部 栞奈

Q058 小4 山田 喜一郎 Q059 小6 曽我 春乃

Q058 小4 中村 優那 Q059 小6 上浦 梨央

Q058 小5 山﨑 一之輔 Q059 小6 大森 心優

Q058 小6 一明 烈弥 Q059 中1 為房 奈々

Q058 小6 藤原 僚大 Q059 中1 十時 由衣

Q058 小6 江見 遥麻 Q059 中1 島村 和奏

Q058 小6 原 三玲 Q059 中1 加藤 遼

Q058 小6 谷 汐莉 Q059 中1 川上 朱音

Q058 小6 橘 みやび Q059 中2 都津川 真由

Q058 中1 小河原 みほり Q059 中2 牧野 夏帆

Q058 中1 藤原 楓香 Q059 中3 熊代 凪沙

Q058 中1 内田 帆香 Q059 中3 桒原 里歩

Q058 中2 谷地 叶凪 Q060 小1 藤井 さな

Q058 中2 一明 愛唯 Q060 小2 江木 ゆうま

Q058 中2 星島 優衣 Q060 小2 柏原 さくら

Q058 中2 藤原 茉央 Q060 小2 木村 はると

Q058 中2 柴田 りおん Q060 小3 藤井 陵介

Q058 中3 松本 結渚 Q060 小3 大谷 瑛真

Q059 小2 高野 真佑 Q060 小3 片山 和真

Q059 小2 藤井 彩恵 Q060 小3 ⾧さわ ゆい花

Q059 小3 田澤 紗奈 Q060 小4 笠原 あゆ

Q059 小4 桒原 那歩 Q060 小5 上松 芳成

Q059 小4 島村 恒気 Q060 小5 江木 美結

※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Q

先生の番号 学年 氏名

Q060 小5 濵田 陽生

Q060 小5 瀬戸川 奈槻

Q060 小6 松原 央知

Q060 小6 坪井 瑠愛

Q060 小6 小野 碧音

Q060 小6 石井 望叶

Q060 小6 横山 そら

Q060 小6 吉川 瑠南

Q060 小6 佐藤 梅芽

Q060 小6 中藤 愛依月

Q060 中1 佐田野 竣介

Q060 中1 西田 光希

Q060 中2 小野 惺音

Q060 中2 森原 未央

Q060 中2 柏原 弘太郎

Q060 中2 重政 絢奈

Q060 中3 佐藤 愛華

Q060 中3 柳矢 由依

Q060 中3 吉川 知那

Q061 小3 竹中 けいと

Q061 小3 神崎 杏心

Q061 小3 豊田 真白

Q061 小6 森上 晴妃

Q062 小3 平田 八絋

Q062 小4 秋山 笑凛

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


