
◇席上揮毫進出者名簿◇
先生番号G

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

G010 小3 藤田 叶翔 G016 小5 渡邉 実果

G010 中1 浮田 侑奈 G016 小5 大池 巧隼

G013 小1 國信 ちえ G016 中2 十河 咲絢

G013 小4 うえ月 はるな G017 小3 三谷原 知里

G013 小6 青木 奏 G017 小4 山室 果凛

G014 小2 田中 ちえり G017 小6 三谷原 里実

G014 小2 小見山 えな G017 小6 橋本 千愛

G014 小3 磯田 なほ G017 中1 藤原 怜

G014 小3 村山 はるか G017 中2 延原 稔旺

G014 小3 仲 ゆ月 G020 小1 光田 礼夢

G014 小4 新川 さくら G020 小2 日下 まさむね

G014 小4 藤原 彩華 G020 小2 堀 咲葵

G014 小5 村山 凜 G020 小2 どい ここの

G014 小6 野﨑 梨鈴 G020 小3 藤松 瑞希

G014 小6 池田 桃子 G020 小3 近藤 奏海

G014 中1 高橋 雅 G020 小3 なす あ花ね

G014 中1 福田 優奈 G020 小3 光田 希彩

G014 中1 藤井 咲良 G020 小3 下川 紗和

G014 中2 大橋 実苗 G020 小3 安楽 壱仁

G016 幼児 なかむら ゆうせい G020 小3 岡本 ひな

G016 幼児 たてみち なおき G020 小4 黒田 明日花

G016 幼児 なす あきひさ G020 小4 三村 真奈

G016 小1 山本 みき G020 小4 赤坂 かおん

G016 小1 まつもと ゆうすけ G020 小4 吉森 天羽

G016 小1 あいざわ あき G020 小5 早川 莉沙

G016 小1 なかすぎ はるの G020 小5 糸島 千遥

G016 小2 田主 かおるこ G020 小5 細田 いちか

G016 小2 大えき ゆうか G020 小6 研石 花鈴

G016 小2 かわの あゆみ G020 小6 武部 岐帆

G016 小3 すぎい えま G020 小6 稲員 悠乃

G016 小3 山下 ゆうま G020 小6 國富 春馬

G016 小3 谷おか さわ子 G020 小6 半田 咲希

G016 小3 わたなべ ゆうと G020 小6 岡本 怜士

G016 小3 ひろ井 一き G020 中1 小野 芽衣果

G016 小4 関野 あみ G020 中1 中谷 紗代

G016 小4 秋山 みすず G020 中2 稲員 理乃

G016 小4 木村 そうま G020 中2 越宗 めい

G016 小5 大賀 沙和子 G020 中2 札場 やひろ

※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G

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

G020 中3 柿原 美空 G049 小3 頓宮 莉奈

G020 中3 三村 花奈 G049 小4 有馬 綸葉

G020 中3 土本 葵 G049 小4 益田 侑愛

G029 小1 岡﨑 かすみ G049 小4 寺尾 紗和

G029 小4 岡﨑 彩夏 G049 小4 久保田 佳愛

G029 小5 井上 果保 G049 小5 内海 杏莉

G029 小5 浮田 夏那 G049 小5 河原 莉子

G030 幼児 平松 みい G049 小6 新田 朔久

G030 小3 井原 莉奈 G049 小6 横山 文乃

G030 小3 谷 翔太郎 G049 小6 頓宮 琉太

G030 小3 塩飽 楽 G049 中3 横山 千乃

G030 小4 津組 充央 G050 小5 三澤 希美

G030 小5 松島 祥瑛 G051 小5 草野 温香

G030 中1 大山 由花 G051 小5 光実 咲陽

G030 中1 井原 結衣 G051 小6 太田 愛乃

G030 中1 宮田 美桜 G051 小6 三房 莉緒

G030 中1 津組 佑里亜 G051 中2 草野 清香

G030 中1 藤井 柊花 G054 幼児 井上 みずき

G030 中2 馬越 里奈 G054 小1 福田 ももこ

G034 小2 久保田 はやと G054 小1 藤本 いろは

G034 小3 佐藤 美咲 G054 小3 近藤 ひより

G034 小4 内田 壯介 G054 小3 浅野 心美

G034 小4 兼山 り子 G054 小3 奥山 実乃梨

G034 小4 中野 悠紀 G054 小4 佐藤 百花

G034 小5 合六 宣登 G054 小4 笠松 瑞生

G034 小5 岸本 充生 G054 小4 山内 弥咲

G034 小5 森谷 凛 G054 小4 大田 桔平

G034 小6 小野 裕以 G054 小4 吉岡 柚花

G039 小4 中島 彩乃 G054 小4 宮谷 翔琉

G039 小4 和田 光生 G054 小4 福田 結太

G045 小4 松﨑 心香 G054 小4 井上 愛梨

G047 小2 菊川 ゆう G054 小5 森岡 歩心

G047 小2 脇 りおん G054 小5 頼則 誠士

G047 小3 鈴木 ゆら G054 小5 久世 陽花

G047 小5 藤本 紗希 G054 小5 内田 愛菜

G049 幼児 齊藤 夏奈 G054 小5 浅野 心優

G049 小1 齊藤 栞奈 G054 小5 吉永 智咲

G049 小2 畑 遥乃 G054 小5 橋本 美羽華

※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G

先生の番号 学年 氏名 先生の番号 学年 氏名

G054 小6 柳 月子 G055 小6 平松 芽依

G054 中1 ⾧原 優衣 G055 小6 木口 遥斗

G054 中1 笠松 愛莉 G055 小6 広畑 佳穂

G054 中2 宮谷 海璃 G055 小6 三宅 晴登

G054 中2 梅田 菜々美 G055 中1 中本 結

G055 小1 中田 ひなこ G055 中2 横田 心優

G055 小1 立間 涼月愛 G055 中2 細川 弥紀

G055 小2 石山 文香 G056 小2 金沢 十織

G055 小2 高田 あおい G060 小5 荒木 咲結菜

G055 小2 佐伯 かおり G060 中1 大池 愛寧

G055 小2 多賀 よしひさ G064 小3 角南 あおの

G055 小2 中田 莉々子 G064 小4 杉本 希

G055 小2 土屋 瑞希 G064 小6 土井 美湖

G055 小2 竹田 はるか G064 小6 山名 千春

G055 小3 小川 悠真 G064 小6 相馬 縁

G055 小3 古好 理佐子 G065 小1 山中 あまと

G055 小3 小川 奏音 G065 小2 木下 結莉

G055 小3 山辺 珠子 G065 小3 木村 寧音

G055 小3 守屋 真知子 G065 小3 高知 歩実

G055 小3 藤枝 夢愛 G065 小5 髙知 朋加

G055 小3 藤枝 ことり G065 小6 藤田 遥斗

G055 小3 山下 ひなた G065 小6 三宅 花怜

G055 小3 小川 ほの花 G065 小6 山中 千鶴

G055 小4 室 美空 G068 小2 入江 あさひ

G055 小4 西田 ひな G068 小4 入江 さくら

G055 小4 竹内 智沙乃

G055 小4 川光 みく

G055 小4 谷森 潤奈

G055 小4 多賀 史織

G055 小4 原田 夏希

G055 小4 筒井 心雪

G055 小4 杉本 英太郎

G055 小4 徳田 蕾駕

G055 小5 大塚 陽

G055 小5 三宅 花歩

G055 小6 小川 美音

G055 小6 竹井 佑

G055 小6 原田 愛夢

※速報のため、問い合わせ等受け付けておりません


