
賞 学年 氏 名

文部科学大臣賞 中３ 立山　 友結

中国大使賞 中３ 渡辺　 みや

大賞 中３ 池田　 結衣子

大賞 中３ 白土　 姫歌

全日本書道連盟奨励賞 中３ 髙木　 皆実

神奈川県知事賞 中３ 渡邉　 舞

名誉会長賞 中３ 畠山　 粋

理事長賞 中３ 星屋　 梨沙

理事長賞 中２ 小池　 香澄

理事長賞 中１ 辻田 安寿佳

準大賞 中３ 浅岡　 将哉

準大賞 中２ 内田　 朱音

準大賞 中２ 渡辺　 太晴

毎日新聞社賞 中３ 佐藤 花音

毎日新聞社賞 中２ 西山　 友貴

毎日新聞社賞 中１ 猪原　 小遥

毎日新聞社賞 小６ 白井　 奏太郎



賞 学年 氏 名

毎日新聞社賞 小５ 阿部　 綺姫

毎日新聞社賞 小４ 清水　 果音

毎日新聞社賞 小３ 吉永　 瑛貴

毎日新聞社賞 小２ 足立　 耀平

神奈川新聞社賞 中２ 山田　 彩水

院賞 中３ 大川　 ﾘﾗ桜

院賞 中３ 樫井　 めれ奈

院賞 中３ 長濵　 美波

院賞 中２ 菖蒲　 美緒

院賞 中２ 荒川　 優

院賞 中２ 大竹 絢子

院賞 中２ 白土　 博翔

院賞 中２ 鳴海　 勝大

院賞 中２ 増田　 羽純

院賞 中１ 菊田　 樹

院賞 中１ 根岸　 涼香

院賞 中１ 檜垣　 はるな



賞 学年 氏 名

院賞 中１ 平野　 杏樹

院賞 中１ 米山　 望愛

院賞 小６ 秋山　 瑚青

院賞 小６ 奥村　 咲子

院賞 小６ 栗原　 希果

院賞 小６ 佐藤　 碧衣

院賞 小６ 進藤　 ﾅﾅ

院賞 小６ 半田　 志夏

院賞 小５ 爲我井　 花蓮

院賞 小５ 米原　 優愛

学生書芸賞 中３ 藤森 遥

学生書芸賞 中３ 宮原　 萌乃

学生書芸賞 中３ 山下　 千穂

学生書芸賞 中２ 菅原　 優奈

学生書芸賞 中２ 須藤　 聡美

学生書芸賞 中２ 浜　 愛波

学生書芸賞 中１ 秋本　 順之介



賞 学年 氏 名

学生書芸賞 中１ 大柳 結月

学生書芸賞 中１ 岡　 桜花

学生書芸賞 中１ 三瓶　 胡冬

学生書芸賞 中１ 森　 月香紗

学生書芸賞 小６ 安西　 美緒

学生書芸賞 小６ 安藤　 隼人

学生書芸賞 小６ 大川　 麗海

学生書芸賞 小６ 岡川　 周矢

学生書芸賞 小６ 小林　 秀悟

学生書芸賞 小６ 佐藤　 花怜

学生書芸賞 小６ 松野尾　 美帆

学生書芸賞 小５ 稲垣　 舞菜

学生書芸賞 小５ 岩立　 瑞子

学生書芸賞 小５ 本田　 研太郎

学生書芸賞 小４ 西村　 みなみ

学生書芸賞 小４ 藤原　 花恋

学生書芸賞 小３ 植松　 琉羅
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学生書芸賞 小２ 原 なつめ

学生書芸賞 小２ 松本　　 帆稀

推薦 中２ 石渡　 健太郎

推薦 中２ 岡本　 一真

推薦 中２ 鈴木　 芙果

推薦 中２ 圡田　 未来

推薦 中２ 根岸　 明日美

推薦 中１ 大市　 真波

推薦 中１ 小笠原　 由莉

推薦 中１ 小野﨑　 和佳

推薦 中１ 森岡　 楓

推薦 小６ 茜屋　 咲和

推薦 小６ 阿部 瑠璃香

推薦 小６ 大内　 つきの

推薦 小６ 片岡 弘基

推薦 小６ 小林　 佳子

推薦 小６ 橋本 佳音
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推薦 小６ 美濃 日菜子

推薦 小６ 吉村　 彩花

推薦 小５ 鬼塚　 都子

推薦 小５ 川島　 和志

推薦 小５ 北田　 莉奈

推薦 小５ 田村　 祥子

推薦 小５ 細越　 紗帆

推薦 小４ 澤　 龍之進

推薦 小４ 白井　 りこ

推薦 小４ 渡辺　 玲彩

推薦 小３ 北中　 咲

推薦 小３ 富澤　 隼大

推薦 小３ 堀田 真優香

推薦 小２ 市川 真愛

特選 中３ 上野　 未優

特選 中２ 石井　 愛紗

特選 中２ 大賀　 朱莉
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特選 中２ 神杉　 明佳里

特選 中２ 鈴木　 あぐり

特選 中２ 髙橋　 摩耶

特選 中２ 沼山　 豊

特選 中２ 横田　 慈輝

特選 中１ 尾形　 倖

特選 中１ 川内　 優依

特選 中１ 川又　 梨央

特選 小６ 大保　 海翔

特選 小６ 岡本　 咲良

特選 小６ 上村　 優奈

特選 小６ 亀谷　 怜央

特選 小６ 中窪　 ひと葉

特選 小６ 並木　 拓夢

特選 小６ 本間　 柚葉

特選 小６ 本村　 彩花

特選 小６ 山崎　 慧己
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特選 小５ 會田　 彩菜

特選 小５ 金本　 姫奈

特選 小５ 中川　 夏綸

特選 小５ 中澤　 りお

特選 小５ 古田　 彩雪

特選 小５ 渡邉　 望々花

特選 小２ 伊藤　 珂漣

特選 幼年 宮本 和空


