
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号F

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

F003 中3 冨田 真央 F026 小3 白川 はると

F008 小1 松井 いぶき F026 小3 小川 大き

F008 小2 松本 ゆうが F026 小5 田中 実夏

F008 小4 三好 璃子 F026 小5 小林 れいら

F008 小4 寺岡 優華 F026 中2 和氣島 詩

F008 小4 磯崎 由依 F032 小5 金坂 悠真

F008 小4 松井 旭日 F032 小5 日並 咲乃

F008 小5 花岡 凉 F032 小6 林口 絢香

F008 小5 山﨑 菜生 F034 小1 朝賀 せな

F008 小6 ⾧川 瑠菜 F034 小2 洲脇 せしる

F008 小6 磯崎 由宗 F034 小2 島本 ちあ

F008 中1 松本 華果 F034 小3 上川 よしひろ

F008 中1 妹尾 苺香 F034 小3 朝賀 めい

F008 中1 中山 乙芭 F034 小4 髙北 桃亜

F008 中1 山﨑 和咲 F034 小5 國頭 輝真

F008 中2 亀田 若那 F034 小5 倉住 豪乙

F008 中3 梶山 佑來 F034 小5 西川 天

F013 小2 竹本 あおい F034 小5 西川 凛

F013 小3 木村 愛菜 F034 小6 藤原 一磨

F013 小4 竹本 彩心 F034 中1 西野 まど花

F013 小5 石川 媛惠 F034 中2 上川 絢音

F013 小5 湯口 修斗 F034 中2 市橋 花音

F013 小5 藤原 希愛 F034 中3 佐々木 光菜

F013 中2 京江 玲奈 F036 小1 小林 れあ

F014 小2 岡田 みく F036 小1 いい ゆずな

F014 小4 秋田 百恵香 F036 小2 さとう りこ

F014 小6 半田 るり F036 小2 今岡 けんた

F018 幼児 原 ことね F036 小3 さこん いおり

F018 小1 松岡 りな F036 小3 たかまつ 小はる

F018 小1 有元 あおと F036 小3 坂本 だいち

F018 小1 河本 さくら F036 小4 宮口 もも

F018 小2 大橋 なな F036 小5 熊谷 ののか

F018 小3 佐々木 功 F036 小5 島田 和輝

F018 小4 岡野 来未 F036 小5 飯居 悠成

F018 小4 近下 織斗 F036 小5 佐藤 優心

F018 小5 寺山 英汰 F036 小5 松村 音花

F018 小6 岸下 ほの花 F036 小6 西 結衣

F018 小6 曲 苺来 F036 小6 山室 結愛

※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F

先生の番号 学年 氏名

F036 小6 西橋 妃織

F036 中1 熊谷 菜央

F037 小1 内田 えいと

F037 小3 内田 しょう斗

F037 小5 野村 藍

F038 小2 いせき ほのか

F038 小3 奥野 宇太郎

F038 小4 原 佑弥

F038 小5 遠藤 こころ

F038 小5 斎藤 有紀

F038 小5 藤井 結愛

F041 小5 藤原 美琴

F041 中2 矢田 菜々穂

F044 小3 佐とう 唯名

F044 小3 森定 ゆう水

F044 小3 赤松 めい

F044 小5 森定 直史

F044 小6 大西 瑚々

F044 小6 佐藤 主愛

F044 小6 福本 千夏

F044 小6 矢部 美空

F044 小6 難波 沙和

F044 中1 久山 楓

F044 中1 工藤 寛樹

F044 中1 髙杉 凛帆

F044 中2 西川 紗菜

F044 中3 細越 麻鈴

F044 中3 久山 渚

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


