
第11回 全国学生防災書道展  入選者名簿(小学校)
小学１年生　　　13名　

のろ　しゅんと (青森/板柳南小) 平川　誠人 (青森/田舎館小)
おおさか　りょうこ (奈良/初瀬小) 中村　みづき (福岡/鳥飼小)
山本　みお (兵庫/本庄小) 中みなみ　わかな (兵庫/有野小)
ながむね　ゆうか (兵庫/駒ヶ林小) おかむら　じゅんき (兵庫/神の谷小)
い田　ゆきの (兵庫/井吹西小) かどいし　あゆ (兵庫/緑が丘東小)
いわさき　さら (兵庫/緑が丘東小) やまの　うたか (兵庫/平荘小)
たけなか　あおば (兵庫/坊勢小)

小学２年生　　23名　

千ば　光莉 (青森/板柳南小) 加藤　葵 (青森/稲垣小)
佐々木　德将 (青森/弘前市立東小) なら　ともや (青森/浪打小)
さとう　花ほ (東京/久原小) 米ざわ　まさき (大阪/茨木小)
黒山　ことみ (大阪/箕面小) 稲田　和巳 (山口/熊野小)
平野　結衣 (山口/熊野小) ごとう　ここみ (熊本/長嶺小)
たくわ　なな (香川/太田南小) 遠どう　こう太 (香川/木太北部小)
せん田　さな (兵庫/井吹東小) かとう　りん (兵庫/小束山小)
戸田　心は (兵庫/緑が丘東小) とくら　め生 (兵庫/来住小)
ふく本　そうま (兵庫/米田小) 内田　紗音 (兵庫/平岡小)
山本　こうたろう (兵庫/野口北小) あたご　まな (兵庫/石屋小)
くに本　みさき (兵庫/別所小) 林　かお (兵庫/乙木小)
金田　しょうま (兵庫/神部小)

小学３年生　　　34名　

加藤　健太郎 (北海道/北海道教育大附属釧路小) 村上　莉世愛 (青森/藤﨑中央小)
安田　颯太郎 (青森/藤﨑中央小) 白川　茉莉愛 (青森/常盤小)
葛西　龍 (青森/黒石小) 曽根　愛織 (埼玉/秩父市立西小)
栗原　莉愛 (埼玉/熊谷南小) 大木　優太 (埼玉/行田市立北小)
土山　千紗季 (東京/千鳥小) 河本　彩花 (岐阜/関ヶ原小)
脇本　たいち (奈良/浜坂東小) 菊田　智佳 (山口/勝山小)
野上　結衣 (香川/香川大附属高松小) 秋山　りん (香川/新番丁小)
窪田　あいか (熊本/託麻南小) 谷口　りんか (熊本/長嶺小)
かつ本　のあ (兵庫/三田小) 寄玉　昂哉 (兵庫/福田小)
永田　みのり (兵庫/東垂水小) 阪井　絢 (兵庫/平岡北小)
相本　かほ (兵庫/別所小) ふじ本　早おり (兵庫/天満小)
春名　モネ (兵庫/小野小) 松尾　侑芽 (兵庫/来住小)
立木　羽音 (兵庫/石屋小) 蛇持　結生 (兵庫/大野小)
小川　雫 (兵庫/高浜小) 吉川　唯都 (兵庫/高浜小)
敷谷　茜音 (兵庫/坊勢小) 大野　結音 (兵庫/坊勢小)
岡田　ゆあ (兵庫/坊勢小) 小林　凪 (兵庫/坊勢小)
桂　秀平 (兵庫/坊勢小) 木南　漸 (兵庫/龍野小)
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小学４年生　　29名　

對馬　玄翔 (青森/松崎小) 野呂　莉桜 (青森/板柳南小)
工藤　莉世 (青森/黒石東小) 山石　埜乃 (埼玉/熊谷西小)
大越　翔太 (埼玉/美園小) 戸邉　奏太 (千葉/高根台第二小)
髙野　心愛 (東京/加佳小中) 野中　美乃里 (三重/港小)
米澤　拓真 (大阪/茨木小) 阪井　涼太郎 (大阪/寝屋川市立北小)
掛谷　心萌 (大阪/寝屋川市立北小) 梅田　梨瑚 (岡山/玉島小)
早田　結衣 (兵庫/神戸市立西山小) 城　愛美 (兵庫/竹の台小)
内河　菜々美 (兵庫/雲中小) 加茂　千和 (兵庫/花園小)
吉岡　紗季 (兵庫/西灘小) 小林　夕莉菜 (兵庫/井吹の丘小)
岩崎　百那 (兵庫/緑が丘東小) 松田　陽愛 (兵庫/平岡小)
吉原　果歩 (兵庫/氷丘小) 菊川　萌香 (兵庫/野口北小)
荒木　乃愛 (兵庫/坊勢小) 近本　詩織 (兵庫/大野小)
丹野　円麻子 (兵庫/石屋小) 長田　千尋 (兵庫/高浜小)
上西　美緒 (兵庫/高浜小) 松本　穂希 (兵庫/赤穂市立城西小)
吉田　琴音 (兵庫/神部小)

小学５年生　　33名　

小田桐　李華 (青森/猿賀小) 西村　京美 (栃木/国分寺東小)
難波　悠子 (埼玉/所沢小) 松本　心音 (埼玉/行田市立北小)
横田　海斗 (東京/千鳥小) 脇本　結子 (奈良/浜坂東小)
的場　匠海 (和歌山/雑賀小) 石橋　亜樹 (山口/川中小)
花田　愛海 (福岡/津屋崎小) 秦　彩乃 (福岡/津屋崎小)
佐藤　舞弥 (熊本/長嶺小) 神社　木葉 (香川/平井小)
山吹　那菜 (香川/多肥小) 盛里　心桜 (兵庫/本庄小)
切東　乃娃 (兵庫/乙木小) 中尾　彩乃 (兵庫/竹の台小)
土居　可奈子 (兵庫/六甲小) 平野　瑞花 (兵庫/六甲小)
竹内　愛 (兵庫/福田小) 天満　翔介 (兵庫/東舞子小)
藤村　知聡 (兵庫/井吹東小) 天羽　恵莉菜 (兵庫/緑が丘小)
森永　彩心 (兵庫/緑が丘東小) 山本　桜子 (兵庫/緑が丘東小)
粟　悠希 (兵庫/由良小) 北畑　明佳 (兵庫/石屋小)
平野　彩芭 (兵庫/洲本第二小) 吉田　夏凛 (兵庫/高浜小)
松田　茉帆 (兵庫/小野小) 揖宿　七海 (兵庫/大部小)
岸　和奏 (兵庫/神部小) 木戸　花香 (兵庫/揖保小)
木南　莉杏 (兵庫/龍野小)
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小学６年生　　40名　

齋藤　美南 (青森/弘前市立北小) 山本　七翠 (青森/弘前市立北小)
花田　なゆか (青森/時敏小) 久保　心晴 (青森/弘前大附属小)
内野　詩絵里 (埼玉/和土小) 河合　新翔 (埼玉/久下小)
鯨井　梅 (埼玉/東越谷小) 杉本　絵菜 (埼玉/長井小)
山本　萌果 (埼玉/行田市立西小) 荒井　千紘 (埼玉/戸塚綾瀬小)
森　紗栄 (千葉/大穴小) 齋藤　巧海 (和歌山/木本小)
志摩　葵 (山口/熊野小) 木村　龍之介 (山口/勝山小)
品川　圭佑 (山口/勝山小) 植田　寛奈 (香川/木太北部小)
今村　優愛 (兵庫/園田北小) 髙尾　弥来 (兵庫/宮川小)
内田　優衣 (兵庫/山の手小) 萩原　光希 (兵庫/山の手小)
辻井　美結 (兵庫/大沢小) 汐碇　こなつ (兵庫/花谷小)
仮屋　杏莉 (兵庫/井吹東小) 青木　太郎 (兵庫/井吹の丘小)
浮森　那瑚 (兵庫/神戸大学附属小) 三代　美月 (兵庫/大野小)
甲山　綜太郎 (兵庫/市場小) 本田　心音 (兵庫/大部小)
西松　優 (兵庫/加古川小) 松下　鈴 (兵庫/平岡小)
谷本　祐莉 (兵庫/阿万小) 尾松　芽依 (兵庫/青山小)
宇田　聡子 (兵庫/安室小) 宮﨑　ななみ (兵庫/水上小)
大野　琴美 (兵庫/坊勢小) 川口　由桜 (兵庫/揖西西小)
中川　和奏 (兵庫/揖西西小) 圓尾　明日香 (兵庫/神部小)
藤木　杏 (兵庫/東栗栖小) 桂　美沙 (兵庫/小宅小)

以上
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