
賞 学年 氏 名

文部科学大臣賞 中３ 西田 弥生

中国大使賞 中３ 加藤 優

大賞 中３ 鬼塚 都子

大賞 中３ 米原 優愛

全日本書道連盟奨励賞 中３ 服部 優衣

理事長賞 中３ 作山 周吾

理事長賞 中３ 林　 凛花

理事長賞 中２ 尾上 ひまり

理事長賞 中１ 小出 凜

神奈川県知事賞 中３ 岡　 蒼馬

準大賞 中３ 細越 紗帆

準大賞 中２ 白井 りこ

準大賞 中２ 吉村 百花

毎日新聞社賞 中３ 沖埜 むつ実

毎日新聞社賞 中２ 杉田 友輔



賞 学年 氏 名

毎日新聞社賞 中１ 米山 望恵

毎日新聞社賞 小６ 髙島 美玖

毎日新聞社賞 小５ 綴喜 教淳

毎日新聞社賞 小４ 佐藤 唯花

毎日新聞社賞 小３ 森 結花

毎日新聞社賞 小２ 大渕 美唯菜

神奈川新聞社賞 中２ 安野 由姫

院賞 中３ 浅沼 莉緒

院賞 中３ 須藤 裕子

院賞 中２ 阿南 詩歌

院賞 中２ 大月 悠介

院賞 中２ 谷脇 穂

院賞 中１ 安西 諒太郎

院賞 中１ 橋本 美奈

院賞 中１ 長谷川 さら



賞 学年 氏 名

院賞 中１ 山口 紗知

院賞 中１ 山本 弥沙姫

院賞 小６ 伊藤 珂漣

院賞 小６ 伊藤 帆花

院賞 小６ 井ノ口 礼瀬

院賞 小６ 富樫 心音

院賞 小６ 所 竜誠

院賞 小６ 松本 帆稀

院賞 小５ 加園 実咲

院賞 小５ 佐野 花

院賞 小４ 細越 紗希

院賞 幼年 日野 翔太

学生書芸賞 中３ 尾形 柾治

学生書芸賞 中３ 桑野 甘夏

学生書芸賞 中３ 平瀬 悠樹



賞 学年 氏 名

学生書芸賞 中２ 堀越 愛未

学生書芸賞 中２ 渡辺 乃愛

学生書芸賞 中１ 樫井 李温

学生書芸賞 中１ 小林 邦吾朗

学生書芸賞 中１ 深澤 綾斗

学生書芸賞 中１ 前田 柚輝

学生書芸賞 小６ 須藤 穂

学生書芸賞 小６ 関 彩瑠

学生書芸賞 小６ 寺嶋 菜帆

学生書芸賞 小６ 中冨 凛乃

学生書芸賞 小６ 安田 伍希

学生書芸賞 小５ 金原 いろは

学生書芸賞 小５ 須藤 大智

学生書芸賞 小５ 竹永 楓

学生書芸賞 小４ 鮎川 朋佳



賞 学年 氏 名

学生書芸賞 小４ 猪狩 楓香

学生書芸賞 小４ 中山 愛実

学生書芸賞 小４ 廣木 玲生

推薦 中３ 稲場 愛実

推薦 中３ 深見 菜々子

推薦 中２ 中島 沙季

推薦 中１ 須田 美優

推薦 中１ 髙木 心愛

推薦 中１ 髙野 礼美

推薦 中１ 皆川 芽愛

推薦 小６ 高木 菜緒

推薦 小６ 眞間 頼吾

推薦 小６ 山田 藍加

推薦 小６ 絢香

推薦 小５ 浜野 紗綾花



賞 学年 氏 名

推薦 小５ 皆川 翼冴

推薦 小５ 山坂 乃々葉

推薦 小５ 山田 虎汰朗

推薦 小５ 山本 有芽菜

推薦 小４ 川村 凜花

推薦 小４ 曽我 亮太

推薦 小４ 松山 心菜

推薦 小２ 坂田 知奈美

推薦 小１ 佐藤 愛幸

推薦 小１ 四宮 有桜

推薦 小１ 廣澤 称希

推薦 小１ 山村 旭

特選 中３ 安部 結衣

特選 中１ 栁 星斗

特選 小６ 弘田 一晃



賞 学年 氏 名

特選 小６ 藤原 愛梨

特選 小６ 山口 美優

特選 小５ 今井 里桜奈

特選 小５ 小松 キラリ

特選 小５ 佐藤 砂花

特選 小５ 堀越 楓丘

特選 小４ 末岡 俐乃

特選 小４ 森 史織

特選 小３ 矢津 美陽


