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第９回 全国学生防災書道展  入選者名簿(小学校)
小学１年生　　　１２名　

むらかみ　りせあ (青森/藤崎中央小) かさい　りゅう (青森/黒石小)
きたはら　ここあ (京都/夜久野小) しの木　うらら (兵庫/糸井小)
まつだ　さな (兵庫/小野小) かつら　しゅうへい (兵庫/坊勢小)
こばやし　きよら (兵庫/坊勢小) かとう　かりん (兵庫/神部小)
せた　しずか (鳥取/会見小) きく田　ともか (山口/勝山小)
あき山　りん (香川/新番丁小) はら　るみか (大分/大神小)

小学２年生　　２４名　

つしま　げんと (青森/松崎小) 山谷　晃 (青森/弘前大附属小)
くぼた　るか (青森/常盤小) 花田　こはる (青森/田舎館小)
えんどう　だいき (宮城/釜小) 中じま　ゆうし (兵庫/神戸祇園小)
はし　ななみ (兵庫/竹の台小) 井出　にいな (兵庫/糸井小)
ちんざか　ゆい (兵庫/枚田小) 本田　あかね (兵庫/大部小)
ます田　ゆら (兵庫/小野小) よしはら　かほ (兵庫/氷丘小)
かく田　らな (兵庫/高浜小) 長田　千ひろ (兵庫/高浜小)
たにおく　さ月 (兵庫/飾磨小) あら木　のあ (兵庫/坊勢小)
森　みらの (兵庫/坊勢小) 富永　ゆうか (兵庫/大津茂小)
吉田　ことね (兵庫/神部小) 児島　ひな (兵庫/揖西西小)
堀本　岳 (山口/川中小) 志摩　修斗 (山口/熊野小)
ほりのうち かなみ (熊本/長嶺小) いわなみ　きの (大分/藤原小)

小学３年生　　　２４名　

三上　瑠羽 (青森/板柳南小) 工藤　湖々 (青森/猿賀小)
横田　海斗 (東京/千鳥小) もり里　みお (兵庫/本庄小)
畑ヶ中　葉月 (兵庫/本庄小) 平野　瑞花 (兵庫/六甲小)
上川　こう (兵庫/灘小) 赤川　めぐみ (兵庫/こうべ小)
中尾　彩乃 (兵庫/竹の台小) 吉永　璃心 (兵庫/東河小)
依藤　賀容子 (兵庫/下東条小) 松田　茉帆 (兵庫/小野小)
揖宿　七海 (兵庫/大部小) 藤澤　美貴 (兵庫/加古川小)
吉田　夏凛 (兵庫/高浜小) 岡田　乙葉 (兵庫/坊勢小)
岸　和奏 (兵庫/神部小) 岩﨑　杏 (鳥取/会見小)
稲田　千明 (山口/熊野小) 西原　歩花 (香川/木太北部小)
佐藤　まいみ (熊本/長嶺小) 渡邉　ゆうな (熊本/長嶺小)
泉　優風 (熊本/町立中央小) 二村　玲央 (大分/藤原小)

小学４年生　　２８名　

小野寺　美優 (青森/常盤小) 小山　祐加子 (青森/弘前大附属小)
塩士　知花 (宮城/尾間木小) 福永　梓織 (岐阜/関ヶ原小)
内田　優衣 (兵庫/山の手小) 野村　幸穂 (兵庫/小束山小)
佐原　愛花 (兵庫/井吹の丘小) 河島　優羽 (兵庫/大部小)
切目　心彩 (兵庫/東河小) 木下　裕哉 (兵庫/梁瀬小)
藤井　颯士 (兵庫/枚田小) 大石　晴美 (兵庫/市場小)
溝上　斗希 (兵庫/大部小) 佐伯　美菜 (兵庫/大部小)
池内　麗奈 (兵庫/妻鹿小) 長田　煉太郎 (兵庫/高浜小)
角田　累菜 (兵庫/高浜小) 榊原　颯太 (兵庫/高浜小)
安田　愛海 (兵庫/別所小) 大野　琴美 (兵庫/坊勢小)
桂　寿実 (兵庫/坊勢小) 藤木　杏 (兵庫/東栗栖小)
中村　百恵 (兵庫/半田小) 荻野　杏彩 (兵庫/神部小)
児島　愛菜 (兵庫/揖西西小) 梅原　凜 (鳥取/会見小)
品川　圭佑 (山口/勝山小) 空田　さや乃 (山口/勝山小)
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小学５年生　　４４名　

則竹　琴葉 (青森/板柳南小) 成田　実紗 (青森/平賀東小)
小笠原　佳紀 (青森/黒石東小) 櫻田　望央 (青森/黒石東小)
髙橋　一志 (青森/黒石東小) 花田　ほのか (青森/黒石小)
横山　龍桜 (青森/常盤小) 堀内　唯花 (岩手/平田小)
堀　小夏 (兵庫/宮川小) 土江　さくら (兵庫/灘小)
原田　凛桜 (兵庫/灘小) 辻　柊矢 (兵庫/灘小)
長尾　唯子 (兵庫/こうべ小) 小岩　月綺 (兵庫/井吹西小)
村岡　あおい (兵庫/井吹の丘小) 垣尾　眞子 (兵庫/東河小)
伊藤　碧 (兵庫/小野小) 大屋　月麗 (兵庫/小野東小)
大前　瑛勢 (兵庫/東神吉南小) 吉原　直隆 (兵庫/氷丘小)
酒井　結月 (兵庫/高浜小) 船引　実里 (兵庫/若宮小)
前田　樹里 (兵庫/高浜小) 梶浦　陽菜愛 (兵庫/菅生小)
德岡　紗羽 (兵庫/菅生小) 池田　神楽 (兵庫/坊勢小)
上田　梨愛 (兵庫/坊勢小) 小林　愛來 (兵庫/坊勢小)
小林　あん (兵庫/坊勢小) 宮辻　陸 (兵庫/広峰小)
藤原　創太 (兵庫/別所小) 伊藤　里紗 (兵庫/神部小)
金田　愛実 (兵庫/神部小) 吉田　安希 (兵庫/神部小)
坂本　桃香 (鳥取/会見小) 山地　心音 (香川/木太北部小)
稲田　知香 (山口/熊野小) 江﨑　詩乃 (山口/熊野小)
瀬戸　麻椰 (山口/勝山小) 村田　藍 (山口/勝山小)
石橋　杏実 (山口/川中小) 福田　光伶 (熊本/町立中央小)
本村　月渚 (熊本/豊福小) 川野　真奈 (大分/山香小)

小学６年生　　４８名　

工藤　未蘭 (青森/藤崎中央小) 古村　日和 (青森/浪岡北小)
須藤　安美 (青森/城東小) 小林　凛音 (千葉/長者小)
伊藤　あずさ (埼玉/熊谷東小) 杉山　麻子 (兵庫/宮川小)
喜多　彩 (兵庫/鶴甲小) 北福　真帆 (兵庫/灘小)
尾崎　貫太 (兵庫/鹿の子台小) 西脇　未結 (兵庫/鹿の子台小)
仲前　采輝 (兵庫/大沢小) 井藤　千峰 (兵庫/山の手小)
野田　梨理香 (兵庫/会下山小) 東野　愛梨 (兵庫/会下山小)
小酒井　茜 (兵庫/東落合小) 𠮷𠮷田　梨紗 (兵庫/乙木小)
玉木　涼夏 (兵庫/井吹台東小) 奥田　楓 (兵庫/井吹の丘小)
岩谷　ななか (兵庫/糸井小) 西岡　穂乃花 (兵庫/糸井小)
髙島　璃央菜 (兵庫/枚田小) 藤本　ひかる (兵庫/枚田小)
佐野　光紀 (兵庫/梁瀬小) 岡田　拓己 (兵庫/市場小)
甲山　和奏 (兵庫/市場小) 石井　大貴 (兵庫/中番小)
石井　里奈 (兵庫/中番小) 高本　萌々子 (兵庫/大部小)
藤原　李帆 (兵庫/大部小) 依藤　裕佳子 (兵庫/下東条小)
宮先　里奈 (兵庫/小野東小) 揖宿　雄太 (兵庫/大部小)
池内　莉子 (兵庫/妻鹿小) 森　優音 (兵庫/尾上小)
桂　悠那 (兵庫/坊勢小) 田中　美優 (兵庫/坊勢小)
溝口　未来 (兵庫/東栗栖小) 琴川　尚 (兵庫/揖西西小)
植田　楓 (兵庫/小宅小) 髙橋　成 (山口/勝山小)
藤岡　桜子 (山口/勝山小) 筒井　優華 (香川/木太北部小)
南光　咲希 (香川/牟礼小) 髙森　瑠璃乃 (熊本/砥用小)
結城　海琴 (熊本/砥用小) 渡邉　來乃実 (熊本/砥用小)
深田　柚月 (大分/大神小) 清原　美織 (大分/山香小)


	入選(小)

