
賞 氏 名 学年

文部科学大臣賞 根岸　 涼香 中３

中国大使賞 小笠原　 由莉 中３

大賞 稲　 優梨亜 中３

大賞 東　 慶一郎 中３

全日本書道連盟奨励賞 米山　 望愛 中３

名誉会長賞 衞藤　 夏子 中３

理事長賞 足立　 結菜 中３

理事長賞 曽根　 康志 中２

理事長賞 會田　 彩菜 中１

神奈川県知事賞 福島 深碧 中３

準大賞 小澤　 京佳 中３

準大賞 大川　 麗海 中２

準大賞 永岩　 真衣 中２

毎日新聞社賞 佐藤 美緒 中３

毎日新聞社賞 樋渡　 祐芽 中２

毎日新聞社賞 作山　 周吾 中１

毎日新聞社賞 渡辺　 玲彩 小６

毎日新聞社賞 和田 朱璃 小５

毎日新聞社賞 近藤 理子 小４

毎日新聞社賞 長谷川 翠 小３

毎日新聞社賞 佐藤　 唯花 小２

神奈川新聞社賞 中窪　 ひと葉 中２
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賞 氏 名 学年

院賞 楳原　 翔太 中３

院賞 大柳 結月 中３

院賞 尾形　 倖 中３

院賞 蒲谷　 紗望 中３

院賞 末藤 美咲 中３

院賞 山本　 睦月 中３

院賞 茜屋　 咲和 中２

院賞 樫井　 來温 中２

院賞 加藤　 あや 中２

院賞 露木 咲夏 中２

院賞 松岡　 千穂 中２

院賞 美濃部　 新 中２

院賞 坂本　 遥希 中１

院賞 須田　 光 中１

院賞 林　 凛花 中１

院賞 米原　 優愛 中１

院賞 小河原　 唯 小６

院賞 小玉　 湊和 小６

院賞 白井　 りこ 小６

院賞 松本　 色葉 小６

院賞 片岡 なな 小５

院賞 和田　 向日葵 小５



賞 氏 名 学年

学生書芸賞 片岡　 凜 中３

学生書芸賞 金森 真彩 中３

学生書芸賞 坂入　 悠菜 中３

学生書芸賞 森岡　 楓 中３

学生書芸賞 有賀　 汐音 中２

学生書芸賞 小林　 朔也 中２

学生書芸賞 佐藤　 大輔 中２

学生書芸賞 篠崎 円 中２

学生書芸賞 鬼塚　 都子 中１

学生書芸賞 糀谷　 優実 中１

学生書芸賞 成川　 葵 中１

学生書芸賞 渡邉　 望々花 中１

学生書芸賞 阿南 詩歌 小６

学生書芸賞 大月　 悠介 小６

学生書芸賞 奥　 遼太郎 小６

学生書芸賞 坂口　 瞬誠 小６

学生書芸賞 武部 心梅 小６

学生書芸賞 端場　 輝 小６

学生書芸賞 藤原　 花恋 小６

学生書芸賞 石田　 湧大 小５

学生書芸賞 綴喜　 唯美 小５

学生書芸賞 前田　 柚輝 小５

学生書芸賞 吉永　 瑛貴 小５

学生書芸賞 吉野 蒼生 小５

学生書芸賞 清田 有莉 小１



賞 氏 名 学年

推薦 清水　 ノワ 中３

推薦 下川　 千尋 中３

推薦 白石　 幸々 中２

推薦 仲本　 大和 中２

推薦 移川 遥 中１

推薦 門谷　 空晃 中１

推薦 須藤　 裕子 中１

推薦 半田　 優美 中１

推薦 伊藤　 彩夏 小６

推薦 太田　 璃乃 小６

推薦 大塚 将太 小６

推薦 川上　 真由子 小６

推薦 高畑 琳々果 小６

推薦 中島 沙季 小６

推薦 八幡　 泰成 小６

推薦 吉村　 百花 小６

推薦 上原　 優空 小５

推薦 片野 湧大 小５

推薦 小出　 凜 小５

推薦 米山 望恵 小５

推薦 伊藤　 珂漣 小４

推薦 神﨑 颯真 小３



賞 氏 名 学年

特選 橋本 佳音 中２

特選 梶本　 真以 中１

特選 小林　 邦宗 中１

特選 和賀　 陽菜乃 中１

特選 岩井　 礼 小６

特選 佐瀬 葵優奈 小６

特選 嶋村　 賢吾 小６

特選 田中 燎羽 小６

特選 渡邊 結香 小６

特選 大市 楓果 小５

特選 北中　 咲 小５

特選 小林　 邦吾朗 小５

特選 髙野 礼美 小５

特選 辻田 優花 小５

特選 燈村 大輔 小５

特選 福島 和樹 小５

特選 細井 悠雅 小５

特選 安部 優希 小４

特選 齋藤 彩子 小４

特選 所 竜誠 小４

特選 松沼 美空 小４

特選 横沢 莉愛 小４

特選 渡辺　 梨花 小４

特選 山坂 乃々葉 小３

特選 五味 祥大 小２

特選 東間 咲葵子 小１

特選 宮本 和空 小１


