
賞 学年 氏 名

文部科学大臣賞 中３ 白井 りこ

中国大使賞 中３ 大月 悠介

大賞 中３ 尾上 ひまり

大賞 中３ 渡辺 玲彩

全日本書道連盟奨励賞 中３ 松本 色葉

名誉会長賞 中３ 吉村 百花

名誉会長賞 中２ 小川 綺水

理事長賞 中３ 小野﨑 優河

理事長賞 中３ 安野 由姫

理事長賞 中２ 白井 鈴乃

理事長賞 中１ 近藤 理子

神奈川県知事賞 中３ 片岡 るり

準大賞 中３ 竹ノ内 杏

準大賞 中２ 金井 理沙子

準大賞 中２ 富澤 隼大

毎日新聞社賞 中３ 山中 菫

毎日新聞社賞 中２ 圡田 雛実

毎日新聞社賞 中１ 石塚 梓紗

毎日新聞社賞 小６ 吉田 遥貴

毎日新聞社賞 小５ 松山 心菜

毎日新聞社賞 小４ 上村 大翔

毎日新聞社賞 小３ 辻本 さくら

毎日新聞社賞 小２ 金井 優治

神奈川新聞社賞 中２ 落合 柚杏

院賞 中３ 鈴木 菜々

院賞 中３ 竹永 風花

院賞 中２ 長谷川 さら

院賞 中２ 米山 望恵

院賞 中１ 安西 舞桜



賞 学年 氏 名

院賞 中１ 江﨑 百花

院賞 中１ 坂口 慶真

院賞 中１ 髙島 美玖

院賞 中１ 髙橋 季亜来

院賞 小６ 今井 里桜奈

院賞 小６ 宇多 優海

院賞 小６ 下川 明莉

院賞 小６ 西田 美和

院賞 小６ 堀越 楓丘

院賞 小６ 前田 琴子

院賞 小６ 松岡 真穂

院賞 小６ 皆川 翼冴

院賞 小５ 佐藤 唯花

院賞 小５ 曽我 亮太

院賞 小４ 鈴木 一斗

院賞 小３ 春原 希咲

院賞 小２ 三井 寛都

院賞 幼年 山中 杏南

学生書芸賞 中３ 伊藤 彩夏

学生書芸賞 中３ 奥村 埜乃華

学生書芸賞 中３ 堀越 愛未

学生書芸賞 中２ 髙野 礼美

学生書芸賞 中２ 徳永 杏

学生書芸賞 中１ 原 なつめ

学生書芸賞 中１ 松本 帆稀

学生書芸賞 中１ 山田 藍加

学生書芸賞 中１ 渡辺 成礼愛

学生書芸賞 小６ 魚谷 ななみ

学生書芸賞 小６ 小澤 大和
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学生書芸賞 小６ 末吉 夏美

学生書芸賞 小６ 宮下 夢唯

学生書芸賞 小５ 笠井 椋太

学生書芸賞 小５ 倉本 穂乃華

学生書芸賞 小５ 半田 志錬

学生書芸賞 小４ 板坂 百奈

学生書芸賞 小４ 星野 天希

学生書芸賞 小３ 爲我井 春輝

学生書芸賞 小２ 山村 旭

推薦 中２ 鎌田 玲未

推薦 中１ 安部 優希

推薦 中１ 加藤 礼子

推薦 中１ 西村 凪紗

推薦 中１ 藤原 愛梨

推薦 小６ 遠藤 沙恵

推薦 小６ 畠山 璃來

推薦 小６ 山口 美彩

推薦 小６ 山本 有芽菜

推薦 小５ 太田 千陽

推薦 小５ 北島 沙羅

推薦 小５ 竹沢 香杏

推薦 小５ 長戸 心良

推薦 小５ 森 史織

推薦 小４ 片野 奏音

推薦 小４ 渡部 初希

推薦 小３ 松山 仁菜

推薦 小２ 石井 千絢

推薦 小１ 日野 翔太

特選 中１ 高木 菜緒
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特選 小６ 尾作 菜緒

特選 小６ 佐藤 砂花

特選 小６ 髙野 礼菜

特選 小６ 長谷川 翠

特選 小５ 栁 七海

特選 小５ 横田 柑奈

特選 小５ 横幕 和奏

特選 小４ 山本 一瑳

特選 小３ 大石 葵乃

特選 小３ 橋本 かんな

特選 小２ 信實 杏花

特選 小１ 鎌田 麻瑚


