
第12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　

さかい　めい (青森/弘前大附属小) さいとう　りりあ (青森/浪岡野沢小)
たなか　すいは (岐阜/市橋小) しげさだ　み月 (岡山/向陽小)
しんどう　ひかる (山口/向山小) たくわ　しゅん (香川/太田南小)
の上　こうたろう (香川/香川大附属高松小) 小びか　斗ま (香川/多肥小)
かのう　そわ (兵庫/東落合小) みやもと　りさ (兵庫/東落合小)
いまい　ちはる (兵庫/加古川小) おおなる　こう (兵庫/大津茂小)

小学２年生　　20名　

平川　まさと (青森/田舎館小) 成田　いちろ (青森/平賀東小)
横山　莉子 (愛知/奥小) さかい　れんたろう (大阪/寝屋川市立北小)
おおさか　りょう子 (奈良/初瀬小) 髙畑　か奈 (岡山/向陽小)
山本　けい (岡山/神目小) ね木　ゆい (岡山/横井小)
ひらの　ゆうと (兵庫/六甲小) 中川　ひまり (兵庫/長田南小)
志村　みずき (兵庫/花谷小) てらお　ゆうか (兵庫/神の谷小)
井田　ゆきの (兵庫/井吹西小) 長井　丈 (兵庫/井吹東小)
はちや　みゆ (兵庫/人丸小) 柏わら　いろね (兵庫/大部小)
やなぎ田　なお (兵庫/大部小) 深川　あや音 (兵庫/緑が丘小)
山の　うたか (兵庫/平荘小) 森さわ　あん (兵庫/高浜小)

小学３年生　　40名　

佐々木　德将 (青森/弘前市立東小) 中山　彩華 (青森/田舎館小)
奈良　智哉 (青森/浪打小) 福西　さあや (奈良/たかむち小)
米澤　雅貴 (大阪/茨木小) 堀内　駿 (大阪/寝屋川市立北小)
はし本　ゆき奈 (岡山/河辺小) 上原　きの (岡山/誕生寺小)
ひ口　和奏 (岡山/林田小) 平田　りか (岡山/林田小)
谷井　優斗 (岡山/西江原小) 平野　結衣 (山口/勝山小)
井塚　倫弥 (鳥取/会見小) 遠藤　康太 (香川/木太北部小)
大野　心遥 (香川/木太北部小) 小比賀　俐心 (香川/多肥小)
東原　遥花 (香川/多肥小) 宅和　那夏 (香川/太田南小)
手嶋　優萌 (大分/別保小) 三島　佳子 (熊本/麦島小)
村上　凪 (兵庫/打出浜小) 加登　咲希 (兵庫/御影小)
前田　ひなた (兵庫/山の手小) かん　千人 (兵庫/神戸中華同文)
畠山　かんな (兵庫/夢野の丘小) 髙橋　彩葉 (兵庫/小束山小)
仙田　桜奈 (兵庫/井吹東小) 冨田　千夏 (兵庫/井吹の丘小)
前原　美咲 (兵庫/加茂小) あら木　小花 (兵庫/大野小)
長田　善介 (兵庫/小野東小) 船橋　花音 (兵庫/小野東小)
河島　りみ (兵庫/大部小) 岡田　圭叶 (兵庫/大部小)
山本　晃太朗 (兵庫/野口北小) 池内　さくら (兵庫/妻鹿小)
桂　瑠杏 (兵庫/坊勢小) 山本　悠月 (兵庫/双葉小)
平尾　笑琉 (兵庫/龍野小) 岸　義晴 (兵庫/神部小)
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小学４年生　　37名　

安田　颯太郎 (青森/藤崎中央小) 津川　咲笑 (青森/黒石東小)
白川　茉莉愛 (青森/常盤小) 木村　花音 (青森/藤崎小)
戸田　千晶 (埼玉/美園小) 小池　葉月 (埼玉/木曽呂小)
森　大地 (千葉/周西小) 田中　琉凰 (岐阜/市橋小)
鶴田　さくら (岐阜/長森東小) 伊藤　颯汰 (愛知/中山小)
桂　菜花 (大阪/寝屋川市立北小) 西尾　歩子 (岡山/一宮小)
真鍋　颯琉 (香川/松崎小) 木嶋　咲花 (山口/勝山小)
本田　奈菜美 (山口/勝山小) 秋山　りん (香川/新番丁小)
野上　結衣 (香川/香川大附属高松小) 谷林　心美 (兵庫/西郷小)
とよ泉　まや (兵庫/小束山小) 天満　遼介 (兵庫/東舞子小)
髙地　陽菜 (兵庫/井吹東小) 片上　永茉由 (兵庫/井吹西小)
上田　颯仁 (兵庫/石屋小) 平野　心奈 (兵庫/洲本第二小)
石澤　心香 (兵庫/社小) 井上　和奏 (兵庫/大部小)
松尾　侑芽 (兵庫/来住小) 菊田　望愛 (兵庫/緑が丘東小)
松村　美緒 (兵庫/天満小) 小林　由奈 (兵庫/鳩里小)
吉田　結翔 (兵庫/氷丘小) 森　隆将 (兵庫/氷丘小)
小林　聖來 (兵庫/坊勢小) 岡田　結愛 (兵庫/坊勢小)
敷谷　茜音 (兵庫/坊勢小) 森　玲央菜 (兵庫/坊勢小)
加藤　華凛 (兵庫/神部小)

小学５年生　　51名　

山田　陽生利 (青森/小阿弥小) 花田　こはる (青森/田舎館小)
對馬　玄翔 (青森/松崎小) 工藤　莉世 (青森/黒石東小)
久保田　瑠華 (青森/常盤小) 髙橋　紗菜 (千葉/高根台第二小)
向井　智紗子 (埼玉/大門小) 髙野　心愛 (東京/加住小中)
横山　眞子 (愛知/奥小) 井上　碧 (三重/大矢知興譲小)
野中　美乃里 (三重/港小) 坊垣　妙泉 (岐阜/市橋小)
金谷　瑛士 (岡山/高倉小) 石岡　紬 (岡山/大野小)
平野　結菜 (山口/勝山小) 石村　梨華 (山口/安岡小)
山根　慧真 (山口/一の宮小) 河野　真依 (香川/木太北部小)
家本　颯 (兵庫/打出浜小) 桑畑　杏 (兵庫/成徳小)
高島　凪沙 (兵庫/成徳小) 身内　海 (兵庫/山の手小)
大槻　ゆい (兵庫/雲中小) 宇久　智悠 (兵庫/雲中小)
永江　海珂 (兵庫/神戸祇園小) 岸原　あきと (兵庫/だいち小)
大西　きずな (兵庫/北山小) 井上　俐羅 (兵庫/神出小)
岬　杏樹 (兵庫/東落合小) 桂　彩乃 (兵庫/井吹東小)
山野　清花 (兵庫/井吹西小) 城　愛美 (兵庫/竹の台小)
丹野　円麻子 (兵庫/石屋小) 笹本　陸叶 (兵庫/大野小)
木曽　那芽 (兵庫/兵庫教育大附属小) 本田　明花音 (兵庫/大部小)
片山　悠乃 (兵庫/大部小) 伊藤　遥希 (兵庫/小野小)
長田　琥太郎 (兵庫/小野東小) 増田　有良 (兵庫/小野小)
岩崎　百那 (兵庫/緑が丘東小) 三附　虎治朗 (兵庫/緑が丘東小)
吉原　果歩 (兵庫/氷丘小) 菊川　萌香 (兵庫/野口北小)
鷺澤　嘉乃 (兵庫/高浜小) 角田　來菜 (兵庫/高浜小)
上西　美緒 (兵庫/高浜小) 富永　優花 (兵庫/大津茂小)
森　美來乃 (兵庫/坊勢小) 山本　彩花 (兵庫/坊勢小)
飯田　貴子 (兵庫/龍野小)
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小学６年生　　51名　

三上　瑠羽 (青森/板柳南小) 佐藤　里緒 (青森/板柳南小)
齋藤　大河 (青森/浪岡野沢小) 工藤　紗月 (青森/浪岡北小)
石田　乃笑 (青森/黒石東小) 小田桐　李華 (青森/猿賀小)
工藤　璃子 (青森/常盤小) 佐々木　琉奈 (宮城/豊里小)
小田　絢加 (埼玉/越ヶ谷小) 河野　壮佑 (埼玉/美園北小)
北村　翔大 (岐阜/関ケ原小) 田村　真央 (奈良/耳成小)
福西　希彩 (奈良/たかむち小) 岩﨑　杏 (鳥取/会見小)
今村　楓花 (岡山/一宮小) 福原　穂乃花 (岡山/鶴山小)
中野　琴巴 (山口/勝山小) 藤岡　杏奈 (山口/勝山小)
石橋　亜樹 (山口/川中小) 朝倉　莉子 (香川/林小)
山吹　那菜 (香川/多肥小) 神社　木葉 (香川/平井小)
平野　瑞花 (兵庫/六甲小) 土江　颯人 (兵庫/灘小)
宗重　万梨奈 (兵庫/稗田小) 宗重　友梨奈 (兵庫/稗田小)
馰井　咲空 (兵庫/西郷小) 北田　悠晟 (兵庫/神戸祇園小)
楊　しゅんき (兵庫/雲中小) 中村　宰子 (兵庫/花谷小)
柴田　光貴 (兵庫/南落合小) 中尾　彩乃 (兵庫/竹の台小)
愛宕　莉子 (兵庫/石屋小) 北畑　明佳 (兵庫/石屋小)
蛇持　芽生 (兵庫/大野小) 石濱　里茄 (兵庫/大野小)
依藤　賀容子 (兵庫/下東条小) 藤原　有杏 (兵庫/小野東小)
揖宿　七海 (兵庫/大部小) 松尾　莉良 (兵庫/小野東小)
柳田　愛菜 (兵庫/大部小) 半澤　陽向 (兵庫/緑が丘小)
米田　弥央 (兵庫/緑が丘小) 有馬　沙耶 (兵庫/広野小)
藤澤　美貴 (兵庫/加古川小) 瀬尾　和実子 (兵庫/高浜小)
上田　夏愛 (兵庫/坊勢小) 木戸　花香 (兵庫/揖保小)
中塚　美来 (兵庫/揖西東小) 田口　美樹 (兵庫/揖西西小)
岸　和奏 (兵庫/神部小)

以上
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