
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号I

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

I005 小1 ふじい あさひ I012 小4 安井 佑衣

I005 小1 にがた ひまり I012 小5 石田 りん

I005 小2 大むろ ひかる I012 小6 伊東 優奈

I005 小2 赤木 わかな I017 小3 香川 桜

I005 小2 上本 にな I017 小3 岡本 華依

I005 小2 いとう さくと I017 小4 香川 楓花

I005 小2 あまざき ゆら I017 小4 佐藤 星奈

I005 小3 江本 恵脩 I017 小4 松島 都香

I005 小3 宮部 紗衣 I017 小4 今田 愛海

I005 小3 藤井 大知 I017 小4 池上 結

I005 小3 中尾 優里 I017 小4 石崎 優衣

I005 小4 大月 杏 I017 小4 威能 陽花

I005 小4 大室 結愛 I017 小5 小寺 菜乃香

I005 小4 高津 希実 I017 小6 中右 悠太

I005 小4 中野 希美 I017 小6 杉本 晶

I005 小4 渡辺 美月 I017 中1 松島 悠奈

I005 小4 中山 華那 I024 小1 濵野 きい

I005 小4 加集 澪 I024 小2 宮下 さとる

I005 小4 ⾧山 小夏 I024 小3 高木 和のり

I005 小4 尾﨑 叶笑 I024 小3 濱野 千さき

I005 小4 藤井 颯大 I024 小3 杉村 あいか

I005 小6 藤井 七聖 I024 小3 岡部 しおり

I005 小6 加集 慧 I024 小3 大橋 なお

I005 小6 河戸 希華 I024 小3 小野 あいか

I005 中1 横山 恵里菜 I024 小3 赤澤 かける

I005 中1 山田 菜津希 I024 小3 村松 あかり

I005 中1 山田 桃実 I024 小3 原田 こう生

I005 中2 石井 こころ I024 小3 福森 き一

I005 中2 小見山 陽華 I024 小4 楠葉 咲奈

I005 中2 渡辺 心美 I024 小4 宮下 ゆかり

I005 中2 小倉 来瞳 I024 小4 大森 美怜

I005 中3 伊藤 映月 I024 小4 前川 章海

I005 中3 北田 千咲子 I024 小4 大江 美羽

I005 中3 渡辺 愛水 I024 小4 中原 幸子

I005 中3 平野 仙太郎 I024 小4 松本 奈々花

I008 小4 八百 桃子 I024 小4 木下 結加

I008 小5 大塚 一平 I024 小5 中村 珠鈴杏

I011 小6 樋口 愛里紗 I024 小5 緒方 心花

※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I

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

I024 小5 増成 陽咲 I024 中3 平山 稚奈

I024 小5 中原 美咲 I024 中3 矢津田 茉桜

I024 小5 兵江 璃乃亜 I030 小3 そね 圭汰

I024 小5 廣常 沙咲 I030 中1 原田 隼佑

I024 小5 中村 あかり I033 小3 田中 えま

I024 小5 濵野 拓斗 I035 小1 北川 あや子

I024 小5 和田 一晟 I035 小3 藤岡 日なの

I024 小5 坪井 菜緒 I035 小3 小山 そうき

I024 小5 羽鳥 有紀 I035 小4 眞野 亮太

I024 小5 岩佐 浩太郎 I035 小4 寺澤 佳那

I024 小5 大江 詩月 I035 小4 中野 ヒカル

I024 小5 平山 穂奈実 I035 小4 西本 莉音愛

I024 小6 吉川 浩貴 I035 小5 小西 莉愛

I024 小6 大橋 茉奈 I035 小5 榎 晃希

I024 小6 尾原 菜月 I035 小5 名和 純伶

I024 小6 山﨑 歩夢 I035 小6 藤藁 美月

I024 小6 村松 良織 I035 小6 板野 希泉

I024 小6 原田 紗妃 I035 小6 角南 亜弥

I024 小6 森分 優香 I035 小6 中野 陽歌

I024 小6 南田 悠介 I035 中1 松熊 日虹

I024 中1 今城 風香 I035 中1 平島 理誉

I024 中1 永友 那桜 I035 中1 ⾧尾 怜

I024 中1 松永 菜花 I035 中2 東 悠奈

I024 中1 石井 咲桜子 I035 中2 石原 未來

I024 中1 赤沢 想乃佳 I035 中2 池本 優月

I024 中1 森 悠人 I035 中3 井内 穂乃花

I024 中1 岩佐 瑛世 I035 中3 上山 紗里

I024 中2 村 崚太 I040 幼児 浜本 瑛菜

I024 中2 緒方 輝 I040 小2  はるき

I024 中2 安田 陽太 I040 小2 板谷 りん花

I024 中2 山中 菜摘 I040 小3 中原 蒼真

I024 中2 松永 紗良 I040 小4 伊藤 優希那

I024 中2 木村 聡志 I040 小4 戸高 実優

I024 中2 岡部 紋加 I040 小4  結子

I024 中2 矢津田 惺愛 I040 小4 浜本 千瑛

I024 中2 中江 宥敬 I040 小5 藤井 菜緒

I024 中3 杉村 穂香 I040 小6 佐田尾 百桃

I024 中3 佐野 陽兜 I040 小6 森島 梨友

※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I

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

I040 中1 竹中 心音 I047 小3 内海 舞咲

I040 中2 服部 櫻子 I047 小4 栗原 佳鈴

I040 中3 大隅 希香 I047 小4 高杉 優里

I040 中3 山田 瑚桃 I047 小4 大久保 芽咲

I040 中3 山田 実央 I047 小4 口羽 小夏

I041 幼児 岡 けいと I047 小4 吉田 ケイ

I041 小2 岡 みはや I047 小5 藤岡 茉央

I041 小2 中村 わかな I047 小5 岸田 珠奈

I041 小2 塚村 しゅうへい I047 小5 森広 結衣

I041 小2 宇野 そうすけ I047 小5 藤岡 知央

I041 小3 田中 利依 I047 小5 内海 咲南

I041 小3 鏡谷 つむ生 I047 小5 鈴木 日菜多

I041 小3 小川 はる I047 小5 西田 祥太朗

I041 小3 十見 なほ I047 小6 安部 真衣

I041 小3 田村 ちな I047 小6 野添 華

I041 小5 若藤 柑名 I047 中1 大久保 佳香

I041 小5 鏡谷 芽生 I047 中1 志茂 心春

I041 小6 田中 望結 I047 中1 石井 美優

I041 小6 小川 紬 I047 中1 小田 大翔

I041 中2 岡田 来幸 I047 中1 須田 涼太

I041 中3 守分 美咲 I047 中1 松尾 和泉

I041 中3 小原 千枝 I047 中1 藤岡 芽生

I043 幼児 おおもり はる I047 中2 齋藤 里桜

I043 小4 近藤 藍里 I047 中2 原田 夏梨菜

I045 小2 隠岐 メイ I047 中2 金谷 遙架

I045 小2 延藤 こうや I047 中3 大久保 実紀

I045 小3 溝田 さくき I047 中3 橋本 花乃

I045 小3 平 ゆり花 I047 中3 田中 千晴

I045 小4 瀧川 桜 I047 中3 開原 菜月

I045 小4 武元 め月 I048 幼児 藤原 まさき

I045 小5 溝田 奨征 I048 小1 中嶋 ゆ月

I045 小5 平 花織子 I048 小1 岩﨑 あおり

I045 小5 元谷 妃彩 I048 小1 松田 そうし

I045 中1 元谷 稟歩 I048 小1 ⾧瀬 こはる

I045 中2 瀧川 楓 I048 小1 藤原 そら

I047 小3 西田 佳代 I048 小1 髙森 あさひ

I047 小3 柴田 結菜 I048 小1 田村 りくと

I047 小3 湯谷 真央 I048 小1 西中 あいね

※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I

先生の番号 学年 氏名

I048 小2 松井 さき

I048 小2 村上 しどう

I048 小2 吾妻 あおい

I048 小2 山本 くうや

I048 小3 中嶋 咲月

I048 小3 近重 建

I048 小3 岩﨑 遥陽

I048 小3 楠本 心音

I048 小3 小山 栞奈

I048 小3 田村 優珠

I048 小3 田部 織

I048 小3 新庄 杏紗斐

I048 小3 中山 陽向

I048 小3 瀬川 莉央

I048 小3 小林 杏衣梨

I048 小4 金利 柚來

I048 小4 中嶋 華音

I048 小4 吾妻 武留

I048 小4 武本 和奏

I048 小4 大西 玲華

I048 小4 藤原 麻衣

I048 小5 石野 詩歩

I048 小6 伊永 彩花

I048 小6 田鍋 しおり

I048 小6 小林 夕莉菜

I048 小6 瀬川 陽菜乃

I048 中1 藤原 光希

I048 中1 中西 清花

I048 中2 山田 拓真

I048 中2 村上 鈴奈

I048 中3 延藤 心咲

I048 中3 森廣 希歩

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


