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第10回記念 全国学生防災書道展  入選者名簿(小学校)
小学１年生　　　20名　

なら　ともや (青森/浪打小) ささき　とくしょう (青森/弘前市立東小)
さとう　ゆい (青森/板柳南小) かとう　あおい (青森/稲垣小)
ながみね　あかり (埼玉/吉見町立北小) にしむら　しょうた (埼玉/つばさ北小)
むらた　ふみあき (埼玉/つばさ北小) たけい　ひまり (埼玉/屈巣小)
すみ　たもつ (岐阜/長森南小) しもだ　しゅうじ (大阪/浜寺石津小)
しおいかり　えいすけ (兵庫/花谷小) いえき　さくら (兵庫/福田小)
よしもり　みさき (兵庫/大蔵小) さいとう　な月 (兵庫/大蔵小)
とくら　めい (兵庫/来住小) よこ山　ゆな (兵庫/野口北小)
かつら　るあ (兵庫/坊勢小) えんどう　こうた (香川/木太北部小)
たかくら　ゆい (福岡/筑紫東小) いい田　たつき (熊本/嘉島西小)

小学２年生　　25名　

小だか　ひろ子 (埼玉/吉見町立南小) そね　いおり (埼玉/秩父西小)
いわお　ゆう (兵庫/つつじが丘小) かめい　きさ (兵庫/乙木小)
井上　めい (兵庫/乙木小) 永田　みのり (兵庫/東垂水小)
天ま　りょう介 (兵庫/東舞子小) きり目　ゆう心 (兵庫/東河小)
小林　ひろと (兵庫/八千代小) 甲山　心さき (兵庫/市場小)
はるな　モネ (兵庫/小野小) 山下　湧生 (兵庫/天満小)
松村　みお (兵庫/天満小) おかざき　ゆきこ (兵庫/天満小)
あおき　よういち (兵庫/氷丘小) あい本　かほ (兵庫/別所小)
なが田　たつろう (兵庫/高浜小) ふじ村　あいか (兵庫/広峰小)
加藤　かりん (兵庫/神部小) 菊田　智佳 (山口/勝山小)
の上　ゆい (香川/香川大附属高松小) こが　いちか (佐賀/東原庠舎西渓校)
かげ山　ゆいか (大分/川崎小) くぼた　あいか (熊本/託麻南小)
ごとう　のぞみ (熊本/長嶺小)

小学３年生　　　39名　

花田　こはる (青森/田舎館小) 工藤　琳太 (青森/藤崎中央小)
對馬　玄翔 (青森/松崎小) 間部　祐佳 (埼玉/新明小)
山岸　雪音 (埼玉/彦郷小) 清水　陽音 (埼玉/鶴ヶ島第一小)
江藤　碧大 (埼玉/武里西小) 久保　詩絵空 (東京/奥戸小)
くし田　りみ (東京/上小松小) 千野　桧依 (長野/坂城小)
樋口　英里 (岐阜/関ヶ原小) 阪井　涼太郎 (大阪/寝屋川市立北小)
米澤　拓真 (大阪/茨木小) 下田　信一 (大阪/浜寺石津小)
桑木野　里旺 (兵庫/乙木小) 董　晴 (兵庫/乙木小)
久米　るきな (兵庫/乙木小) 吉岡　紗季 (兵庫/西灘小)
大つき　ゆい (兵庫/雲中小) 端　菜々美 (兵庫/竹の台小)
吉田　天音 (兵庫/石屋小) 藤原　絢斗 (兵庫/東河小)
珍坂　優衣 (兵庫/枚田小) 伊藤　心愛 (兵庫/八千代小)
高橋　彩羽 (兵庫/中町南小) 佐藤　壮眞 (兵庫/小野東小)
長田　琥太郎 (兵庫/小野東小) 伊藤　遥希 (兵庫/小野小)
増田　有良 (兵庫/小野小) 相良　俐空 (兵庫/緑が丘東小)
長谷川　緩羽 (兵庫/緑が丘東小) 後藤　音羽 (兵庫/別所小)
福田　香羽 (兵庫/高浜小) 吉田　楓南 (兵庫/水上小)
仲田　楽 (兵庫/安室小) 富永　優花 (兵庫/大津茂小)
石村　りか (山口/安岡小) 志摩　修斗 (山口/熊野小)
河野　真依 (香川/木太北部小)
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小学４年生　　40名　

奈良　ひより (青森/浪打小) 葛西　凌生 (青森/田舎館小)
佐藤　里緒 (青森/板柳南小) 米地　美優 (宮城/立町小)
梅田　乙杜 (宮城/宮城教育大附属小) 金子　心湖 (埼玉/鴻巣北小)
中島　里紗 (埼玉/つばさ北小) 三ツ木　楓菜 (埼玉/赤見台第二小)
矢野　七海 (東京/西小岩小) 北村　翔大 (岐阜/関ヶ原小)
星野　凛 (大阪/寝屋川市立北小) 田仲　優実 (兵庫/本庄小)
南　あいる (兵庫/本庄小) 宗重　友梨奈 (兵庫/稗田小)
宗重　万梨奈 (兵庫/稗田小) 曹　芸馨 (兵庫/神戸中華同文小)
楊　しゅんひ (兵庫/中央小) 切東　乃娃 (兵庫/乙木小)
鈴木　菜月 (兵庫/花谷小) 藤村　知聡 (兵庫/井吹東小)
天満　翔介 (兵庫/東舞子小) 愛宕　莉子 (兵庫/石屋小)
北畑　明佳 (兵庫/石屋小) 夜久　真叶 (兵庫/東河小)
吉永　璃心 (兵庫/東河小) 見坂　茉子 (兵庫/杉原谷小)
岸本　桜空 (兵庫/小野東小) 藤原　有杏 (兵庫/小野東小)
水池　綾心 (兵庫/小野東小) 松田　茉帆 (兵庫/小野小)
柳田　愛菜 (兵庫/大部小) 掘井　愛乃 (兵庫/大部小)
柏原　一心 (兵庫/大部小) 上田　夏愛 (兵庫/坊勢小)
宮前　ふう花 (兵庫/小宅小) 田口　美樹 (兵庫/揖西西小)
三木　開路 (兵庫/揖西西小) 長元　琳加 (福岡/津屋崎小)
佐藤　舞弥 (熊本/長嶺小) 渡邉　悠那 (熊本/長嶺小)

小学５年生　　40名　

酒井　埜愛 (青森/黒石小) 佐藤　舞子 (青森/黒石小)
須藤　心優 (青森/黒石小) 花田　なゆか (青森/時敏小)
山口　美雪 (宮城/加茂小) 倉上　祇月 (埼玉/石原小)
大津　瑛 (埼玉/東第一小) 山田　煌真 (埼玉/上小小)
辻井　真央 (東京/細田小) 吉羽　蒼衣 (東京/北小岩小)
片岡　陽子 (東京/窪町小) 柴田　琉愛 (千葉/大穴小)
福本　真穂莉 (兵庫/けやき台小) 内田　優衣 (兵庫/山の手小)
赤川　惠海 (兵庫/こうべ小) 小野　愛梨 (兵庫/東落合小)
百済　有香 (兵庫/乙木小) 垣尾　実子 (兵庫/東河小)
切目　心彩 (兵庫/東河小) 小屋敷　琥 (兵庫/枚田小)
丸山　実桜 (兵庫/八千代小) 大石　晴美 (兵庫/市場小)
佐伯　美菜 (兵庫/大部小) 本田　心音 (兵庫/大部小)
溝上　斗希 (兵庫/大部小) 西川　優音 (兵庫/自由が丘東小)
西松　優 (兵庫/加古川小) 筒井　咲那 (兵庫/別所小)
宮﨑　ななみ (兵庫/水上小) 辻井　妙 (兵庫/水上小)
桂　寿実 (兵庫/坊勢小) 川口　由桜 (兵庫/揖西西小)
荻野　杏彩 (兵庫/神部小) 觀田　ほなみ (兵庫/龍野小)
空田　さや乃 (山口/勝山小) 志摩　葵 (山口/熊野小)
谷　彩友奈 (山口/熊野小) 大地　真央 (高知/初月小)
岩波　菜緖 (大分/藤原小) 西川　文迦 (熊本/美里町立中央小)
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小学６年生　　40名　

原田　夏緒 (青森/金田小) 則竹　琴葉 (青森/板柳南小)
葛西　莉功 (青森/板柳南小) 葛西　あいら (青森/追子野木小)
佐々木　胡春 (青森/黒石小) 横山　龍桜 (青森/常盤小)
髙橋　茂信 (宮城/榴岡小) 武田　莉知 (東京/上小岩第二小)
鈴木　理花 (東京/細田小) 長谷川　心優 (東京/細田小)
森本　愛奈 (埼玉/吉見町立西小) 安藤　凜 (埼玉/加須南小)
石橋　璃星 (大阪/寝屋川市立北小) 津田　和花奈 (兵庫/稗田小)
小岩　月綺 (兵庫/井吹西小) 飯田　優里 (兵庫/井吹の丘小)
河辺　琴子 (兵庫/糸井小) 垣尾　眞子 (兵庫/東河小)
松尾　真翔 (兵庫/東河小) 夜久　実月 (兵庫/梁瀬小)
高橋　唯菜 (兵庫/中町南小) 杉山　奈菜 (兵庫/八千代小)
吉田　茉央 (兵庫/市場小) 笹尾　美彩貴 (兵庫/大部小)
大前　瑛勢 (兵庫/東神吉南小) 小尻　心優 (兵庫/御国野小)
德岡　紗羽 (兵庫/菅生小) 桂　茉瑚 (兵庫/坊勢小)
田中　李奈 (兵庫/神部小) 田代　縁 (兵庫/神部小)
河地　紋花 (兵庫/小宅小) 根木　陽登 (岡山/横井小)
山本　和佳 (鳥取/会見小) 渡部　彩乃 (香川/新番丁小)
山地　心音 (香川/木太北部小) 阿部　琴美 (愛媛/立花小)
水口　結月 (大分/大田小) 佐藤　遼一 (熊本/健軍東小)
平井　麗菜 (熊本/託麻東小) 屋久　瑚夏 (鹿児島/大田小)

以上


	入選(小)

