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第10回記念 全国学生防災書道展  入選者名簿(中･高・大学生)

中学１年生　　　40名　

古村　日和 (青森/浪岡中) 野呂　果凛 (青森/板柳中)
中山　佑介 (青森/田舎館中) 三浦　葵 (青森/明徳中)
工藤　未蘭 (青森/藤崎中) 飯坂　姫菜 (宮城/蛇田中)
中邨　ななみ (宮城/宮城教育大附属中) 三浦　亜里紗 (宮城/仙台青陵中教)
梶田　紗矢 (埼玉/赤見台中) 秋山　晴香 (埼玉/鳩山中)
平嶋　葵 (東京/奥戸中) 花岡　ひまり (長野/諏訪清陵高附属中)
吉浦　瑞希 (長野/宮田中) 杉山　麻子 (兵庫/精道中)
平野　湖乃花 (兵庫/長峰中) 中澤　悠希子 (兵庫/神戸山手女子中)
佐藤　航太 (兵庫/神戸大附属中等) 西脇　未結 (兵庫/北神戸中)
玉木　涼夏 (兵庫/井吹台中) 西岡　穂乃花 (兵庫/近畿大付属豊岡中)
鍛示　百花 (兵庫/旭丘中) 藤原　李帆 (兵庫/旭丘中)
宮先　里奈 (兵庫/小野中) 甲山　和奏 (兵庫/小野南中)
正井　貴子 (兵庫/白陵中) 榊原　湊人 (兵庫/飾磨東中)
光川　咲里 (兵庫/飾磨東中) 桂　陽茉梨 (兵庫/坊勢中)
田中　美優 (兵庫/坊勢中) 三葉　帆乃香 (兵庫/龍野西中)
平尾　咲良 (兵庫/龍野西中) 長滝　桃美 (岡山/津山中)
湯浅　誌音 (岡山/津山中) 稲富　蒼人 (山口/下関中教)
藤岡　桜子 (山口/下関中教) 井上　梓美 (徳島/江原中)
今橋　優月 (高知/高知大附属中) 坂本　朱音 (福岡/嘉穂高附属中)
結城　海琴 (熊本/砥用中) 陣内　こころ (佐賀/東原庠舎西渓校)

中学２年生　　40名　

葛西　紗矢 (青森/板柳中) 水木　杏南 (青森/弘前市立第一中)
細川　季詩 (宮城/仙台青陵中教) 川畑　早礼 (埼玉/川島中)
山中　愛 (埼玉/川島西中) 中山　こころ (東京/小岩第三中)
高良　明花 (千葉/大穴中) 伊藤　心杏 (静岡/浜松開誠館中)
小前　美晴 (兵庫/三田学園中) 石田　文香 (兵庫/神戸女学院中)
鳥井　真里花 (兵庫/鷹匠中) 西澤　日向子 (兵庫/鷹匠中)
水谷　梨莉 (兵庫/鷹匠中) 西川　智華 (兵庫/親和中)
中谷　音葉 (兵庫/啓明学院中) 大久保　百花 (兵庫/井吹台中)
平田　真央 (兵庫/井吹台中) 一宮　千乃 (兵庫/朝来中)
岡　愛翔 (兵庫/和田山中) 小屋敷　琉那 (兵庫/和田山中)
竹内　日彩 (兵庫/旭丘中) 本田　幸音 (兵庫/旭丘中)
千家　歩乃佳 (兵庫/氷丘中) 池田　真珠 (兵庫/坊勢中)
角田　華菜 (兵庫/賢明女子学院中) 大北　莉乃 (兵庫/増位中)
三木　奈菜 (兵庫/姫路市立東中) 安田　好花 (兵庫/兵庫県立大附属中)
片芝　若菜 (兵庫/揖保川中) 水越　菜月 (兵庫/揖保川中)
觀田　朱莉 (兵庫/龍野西中) 白川　晴菜 (鳥取/南部中)
佐野　文音 (岡山/岡山大附属中) 山根　ゆめ (山口/勝山中)
森澤　惟月 (山口/安岡中) 前田　妃菜 (徳島/江原中)
山中　南実 (高知/高知大附属中) 荒金　凛音 (高知/高知大附属中)
飯田　愛海 (熊本/嘉島中) 岩田　梨楓 (熊本/美里町立中央中)
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中学３年生　　36名　

佐々木　竜翔 (青森/明徳中) 北村　美優 (岐阜/関ヶ原中)
大倉　拓己 (奈良/郡山西中) 佐沢　愛々 (大阪/寝屋川市立第六中)
龍見　奈々子 (大阪/藤井寺市立第三中) 日野　裕太 (兵庫/鷹匠中)
矢野　文香 (兵庫/東落合中) 北垣　陽菜 (兵庫/和田山中)
渡部　さくら (兵庫/和田山中) 朝井　晴夏 (兵庫/旭丘中)
高本　菜々子 (兵庫/旭丘中) 坂　柚歩 (兵庫/小野中)
岡﨑　萌生 (兵庫/稲美北中) 足立　菜花 (兵庫/二見中)
奥原　玲 (兵庫/魚住中) 新田　萌々花 (兵庫/魚住中)
土居　波瑠奈 (兵庫/両荘中) 延原　千夏 (兵庫/飾磨東中)
吉川　愛華 (兵庫/飾磨東中) 三木　のあき (兵庫/龍野西中)
松岡　来実 (兵庫/龍野西中) 松ヶ下　楓 (兵庫/龍野西中)
池田　愛梨 (兵庫/揖保川中) 前　美里 (岡山/津山中)
水井　蓮 (岡山/津山中) 金本　茉優 (岡山/津山中)
三井　智尋 (山口/勝山中) 船津　涼夏 (山口/勝山中)
原田　結衣 (山口/安岡中) 岡村　舞子 (高知/高知大附属中)
津野　温日 (高知/県立安芸中) 大野　佑梨 (高知/土佐女子中)
田上　愛子 (高知/土佐中) 西岡　莉紗 (高知/土佐中)
水沼　阿望 (高知/城北中) 岩尾　玲佳 (大分/大神中)

高校１年生　　56名　　

佐々木　あかり (北海道/登別明日中教) 大野　柚子 (青森/青森明の星高)
工藤　紗弥佳 (青森/東奥義塾高) 鎌田　愛莉 (青森/黒石商高)
芳賀　なぎさ (岩手/宮古高) 三ヶ森　風花 (岩手/盛岡第一高)
髙橋　良 (青森/黒沢尻北高) 斉藤　風香 (宮城/黒川高)
名取　陽菜 (宮城/仙台三桜高) 大滝　菜摘 (埼玉/浦和南高)
秋葉　結菜 (千葉/国府台高) 飯田　果菜子 (千葉/国府台高)
井上　舞香 (千葉/国府台高) 小玉　葉月 (千葉/船橋法典高)
西村　詩衣 (千葉/市立千葉高) 渡邊　涼奈 (千葉/市立千葉高)
鎌田　真優 (千葉/袖ヶ浦高) 曽我部　美悠 (千葉/柏の葉高)
市川　蒼 (静岡/沼津高) 宮原　心結 (静岡/浜松北高)
衣川　心絃 (京都/京都共栄学園高) 吉岡　奏 (奈良/智辯学園高)
澤井　美潤 (大阪/大阪緑涼高) 羽白　千夏 (大阪/大阪緑涼高)
池田　志帆 (兵庫/兵庫高) 小林　陽菜 (兵庫/兵庫高)
佐伯　美優 (兵庫/須磨東高) 細川　真菜 (兵庫/須磨東高)
吉識　爽花 (兵庫/神戸商高) 岡　琴音 (兵庫/伊川谷北高)
柴﨑　いずみ (兵庫/伊川谷北高) 下田　航奨 (兵庫/伊川谷北高)
德田　優羽 (兵庫/伊川谷北高) 廣野　紗穂 (兵庫/伊川谷北高)
𠮷𠮷村　優花 (兵庫/伊川谷北高) 入江　花音 (兵庫/小野高)
吉川　くるみ (兵庫/西脇高) 依藤　萌惠 (兵庫/加古川東高)
鷲尾　光 (兵庫/加古川東高) 前田　宝樹 (兵庫/上郡高)
梶原　奈都芽 (兵庫/琴丘高) 藤原　菜月 (兵庫/八鹿高)
室田　祐奈 (兵庫/日高高) 圓山　立樹 (岡山/津山高)
柴田　愛梨 (岡山/瀬戸高) 小出　成真 (岡山/倉敷天城高)
小出　聖来 (徳島/名西高) 藤田　彩花 (徳島/名西高)
山本　美空 (徳島/名西高) 岩室　千海 (高知/県立安芸高)
池田　遥夏 (高知/高知学芸高) 野口　茜 (福岡/福岡女子高)
大山　晶熙 (熊本/御船高) 村上　百香 (熊本/第一高)
和田　愛未 (熊本/第一高) 丸山　陽彩 (兵庫/芦屋高)
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高校２年生　　52名　　

髙谷　知花 (青森/青森南高) 後藤　ひかり (青森/黒沢尻北高)
八重樫　葵 (埼玉/浦和南高) 櫻井　凜 (千葉/船橋法典高)
平川　実加子 (千葉/船橋法典高) 山口　実紘 (千葉/船橋法典高)
渡辺　沙耶 (千葉/船橋法典高) 伊藤　瑠花 (千葉/市立千葉高)
及川　叶 (千葉/市立千葉高) 根本　穂香 (千葉/袖ヶ浦高)
田村　真夕 (千葉/国府台高) 小出　沙雪 (千葉/国府台高)
工藤　千夏 (千葉/国府台高) 菅原　歩実 (神奈川/大和南高)
中村　梨乃 (静岡/沼津高) 水島　綾香 (愛知/豊田大谷高)
古田　礼央菜 (愛知/桜花学園高) 大塚　星稀 (兵庫/芦屋高)
森岡　優雅 (兵庫/科学技術高) 土取　香咲 (兵庫/神戸甲北高)
青田　七海 (兵庫/須磨東高) 中西　芽衣 (兵庫/須磨東高)
西江　凜夏 (兵庫/須磨東高) 松田　果倫 (兵庫/須磨東高)
伊藤　実夏 (兵庫/長田高) 藤原　敬右 (兵庫/滝川高)
荒木　郁穂 (兵庫/舞子高) 枝廣　汐音 (兵庫/伊川谷北高)
津田　菜摘 (兵庫/伊川谷北高) 野口　茜 (兵庫/伊川谷北高)
福本　敬音 (兵庫/伊川谷北高) 松村　菜月 (兵庫/伊川谷北高)
玉木　綺夏 (兵庫/神戸高塚高) 中山　愛香 (兵庫/明石高)
仲野　友麻 (兵庫/八鹿高) 織田　沙也加 (兵庫/東播磨高)
樋口　琴羽 (兵庫/滝川第二高) 浅霧　結喜 (兵庫/姫路商高)
大﨑　愛未 (兵庫/琴丘高) 藤田　佳穂 (兵庫/琴丘高)
下川　幸恵 (兵庫/香寺高) 松ヶ下　奈瑠羽 (兵庫/太子高)
西脇　充夏 (兵庫/龍野北高) 板﨑　陸人 (岡山/明誠学院高)
西野　莉子 (岡山/瀬戸高) 早川　綾乃 (山口/下関南高)
岡田　楓 (徳島/名西高) 髙谷　友貴奈 (徳島/名西高)
長松　芽吹 (徳島/名西高) 図師　茉祐子 (高知/土佐塾高)
ヌワビシ　奈生美 (福岡/福岡女子高) 平田　穂ノ花 (熊本/第一高)

高校３年生　　24名　　

佐々木　花奈 (岩手/釜石商工高) 内藤　杏子 (東京/國學院高)
廣津　義史 (千葉/国府台高) 岡本　さとみ (千葉/袖ヶ浦高)
橋本　泰知 (千葉/袖ヶ浦高) 奥原　璃々 (山梨/塩尻志学館高)
田中　里奈 (岐阜/市立岐阜商高) 德永　さくら (兵庫/宝塚東高)
岸　さやか (兵庫/神港橘高) 神吉　唯衣 (兵庫/八鹿高)
嶋田　玖瑠海 (兵庫/加古川北高) 駿河　葵 (兵庫/香寺高)
髙見　春伃 (兵庫/姫路西高) 敷谷　圭香 (兵庫/姫路商高)
豊浜　梨帆 (兵庫/姫路商高) 中村　心 (岡山/明誠学院高)
長畑　杏奈 (岡山/明誠学院高) 芦和　晴佳 (徳島/名西高)
内田　志乃 (徳島/名西高) 麻植　柚花 (徳島/名西高)
大垣　鈴香 (徳島/名西高) 近藤　優菜 (徳島/名西高)
沼江　美帆 (徳島/名西高) 田川　大貴 (高知/高知小津高)

大学生・専門学校生

該当者なし

以上


	入選(中高)

