
第12回 全国学生防災書道展  入選者名簿(中･高・大学生)

中学１年生　　　42名　

久保　心晴 (青森/弘前大附属中) 西村　沙月 (青森/浪岡中)
佐藤　舞 (青森/中郷中) 山本　七翠 (青森/弘前市立第一中)
浅井　美鈴 (宮城/仙台白百合学園中) 倉持　桃佳 (埼玉/美園南中)
鯨井　梅 (埼玉/越谷市立東中) 猪瀬　久利生 (埼玉/吹上北中)
中川　楓華 (埼玉/美園中) 荒井　千紘 (埼玉/戸塚中)
石山　萌夢 (兵庫/精道中) 藤村　凜音 (兵庫/精道中)
髙尾　弥来 (兵庫/精道中) 長田　彩希 (兵庫/本山南中)
有田　晴 (兵庫/神戸生田中) 汐碇　こなつ (兵庫/東落合中)
小野　愛梨 (兵庫/東落合中) 平木　美羽 (兵庫/望海中)
髙田　貞毅 (兵庫/岩屋中) 秋田　夏帆 (兵庫/蒼開中)
佐伯　美菜 (兵庫/旭丘中) 甲山　綜太郎 (兵庫/旭丘中)
西村　佳穗 (兵庫/加古川中) 西松　優 (兵庫/加古川中)
福田　ひより (兵庫/飾磨東中) 射場　千晶 (兵庫/飾磨東中)
森山　絢音 (兵庫/賢明女子学院中) 荒木　嘉音 (兵庫/坊勢中)
中川　和奏 (兵庫/龍野西中) 立川　陸月 (兵庫/龍野西中)
觀田　ほなみ (兵庫/龍野西中) 川口　由桜 (兵庫/龍野西中)
圓尾　明日香 (兵庫/揖保川中) 荻野　杏彩 (兵庫/兵庫県立大附属中)
福永　梓織 (岐阜/関ケ原中) 大石　晴美 (大阪/関西創価中)
梅原　凜 (鳥取/南部中) 北山　愛華 (岡山/中道中)
津野　裕香 (高知/県立安芸中) 楠瀬　心実 (高知/県立安芸中)
志摩　葵 (福岡/照曜館中) 梅野　凜 (福岡/嘉穂高附属中)

中学２年生　　45名　

則竹　琴葉 (青森/板柳中) 原田　夏緒 (青森/尾上中)
花田　ほのか (青森/弘前市立第一中) 成田　実紗 (青森/平賀東中)
山本　悠悟 (青森/田舎館中) 髙橋　一志 (青森/黒石中)
佐々木　胡春 (青森/中郷中) 佐藤　瑚波 (宮城/豊里中)
種村　ゆきな (埼玉/神根中) 三友　優佳 (埼玉/戸塚西中)
丘村　楓季 (埼玉/上青木中) 大野　央幹 (大分/鶴崎中)
大西　美桜 (岐阜/美濃加茂市立西中) 渡辺　理世 (岐阜/美濃加茂市立東中)
宮﨑　芽生 (山口/勝山中) 青山　舞花 (岡山/中道中)
福原　一花 (岡山/中道中) 根木　陽登 (岡山/香和中)
吉田　真依 (岡山/京山中) 古川　鈴菜 (岡山/石井中)
堀本　京 (山口/川中中) 丹波　小桜 (香川/龍雲中)
山之内　爽 (熊本/玉名高附属中) 西嶋　陸 (熊本/玉名高附属中)
角谷　優衣 (兵庫/精道中) 堀　小夏 (兵庫/神戸女学院中学部)
桂　雪里子 (兵庫/精道中) 辻　柊矢 (兵庫/烏帽子中)
津田　和花奈 (兵庫/上野中) 昇　彩羽 (兵庫/須佐野中)
阿野　優太 (兵庫/中部中) 吉田　茉央 (兵庫/小野南中)
笹尾　美彩貴 (兵庫/旭丘中) 半澤　春奈 (兵庫/緑が丘中)
藤原　実優 (兵庫/自由が丘中) 鷲尾　明 (兵庫/両荘中)
吉原　直隆 (兵庫/氷丘中) 延原　舞美 (兵庫/飾磨東中)
桂　茉瑚 (兵庫/坊勢中) 池田　神楽 (兵庫/坊勢中)
上田　梨愛 (兵庫/坊勢中) 小林　あん (兵庫/坊勢中)
田中　李奈 (兵庫/揖保川中) 金田　愛実 (兵庫/揖保川中)
伊藤　里紗 (兵庫/揖保川中)
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中学３年生　　31名　

笹森　虹花 (青森/黒石中) 古村　日和 (青森/浪岡中)
笹村　紫 (秋田/山本中) 佐藤　カレン (宮城/豊里中)
小林　嘉人 (茨城/利根中) 丸山　優奈 (埼玉/越谷市立南中)
武藤　陽菜 (埼玉/美園南中) 栗原　歩武 (埼玉/海城中)
有賀　梨華 (長野/諏訪清陵高附属中) 花岡　ひまり (長野/諏訪清陵高附属中)
長谷川　真理 (三重/高田中) 久野　美咲 (愛知/椙山女学園)
喜多　彩 (京都/洛南高附属中) 藤本　あおい (岡山/津山東中)
吉田　萌夏 (山口/川中中) 髙橋　成 (山口/勝山中)
福森　渚 (山口/下関中等教) 高松　和央 (高知/田野中)
佐藤　航太 (兵庫/神戸大附属中) 小酒井　茜 (兵庫/東落合中)
末永　聖人 (兵庫/東落合中) 平木　咲衣 (兵庫/望海中)
柳田　理央 (兵庫/旭丘中) 都倉　咲希 (兵庫/小野南中)
甲山　和奏 (兵庫/小野南中) 山本　しおり (兵庫/緑が丘中)
植田　深月 (兵庫/浜の宮中) 平　遥仁 (兵庫/白陵中)
光川　咲里 (兵庫/飾磨東中) 三葉　帆乃香 (兵庫/龍野西中)
溝口　未来 (兵庫/新宮中)

高校１年生　　36名　　

三浦　和奏 (岩手/宮古高) 大欠　杏風 (岩手/盛岡市立高)
鳥澤　楓茄 (宮城/黒川高) 髙橋　亜美 (宮城/黒川高)
内藤　佳奈子 (埼玉/越谷南高) 秋庭　咲愛 (千葉/国府台高)
安部　樹里 (千葉/船橋法典高) 藤原　緒実 (大阪/関西第一高)
白川　晴菜 (鳥取/米子西高) 延原　令歩 (岡山/明誠学院高)
山本　雫流 (岡山/明誠学院高) 真鍋　優妃乃 (徳島/名西高)
林　美羽 (徳島/名西高) 大下　紗希帆 (香川/高松南高)
小前　美晴 (兵庫/三田学園高) 山田　奈実 (兵庫/宝塚北高)
利野　美波 (兵庫/芦屋高) 芹口　乃亜 (兵庫/葺合高)
佐々木　結奈 (兵庫/葺合高) 三宅　渓斗 (兵庫/神戸甲北高)
西川　琉真 (兵庫/神港橘高) 鵜﨑　愛美 (兵庫/兵庫工高)
慈幸　奏子 (兵庫/兵庫高) 中谷　音葉 (兵庫/啓明学院高)
金子　葵 (兵庫/須磨東高) 鎗場　琴羽 (兵庫/須磨東高)
三國　凛菜 (兵庫/北須磨高) 二宮　梨菜 (兵庫/伊川谷北高)
脊戸　陽光 (兵庫/伊川谷北高) 中元　優花 (兵庫/神戸高塚高)
竹内　日彩 (兵庫/小野高) 本田　幸音 (兵庫/小野高)
有末　桃香 (兵庫/香寺高) 真弓　さら (兵庫/香寺高)
觀田　朱莉 (兵庫/龍野高) 金田　遥菜 (兵庫/龍野高)
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高校２年生　　50名　　

石黒　佑華 (青森/弘前高) 佐々木　竜翔 (青森/弘前中央高)
石川　祐郁菜 (岩手/盛岡市立高) 相澤　愛佳 (岩手/盛岡市立高)
鈴木　双葉 (宮城/黒川高) 幡江　琴美 (宮城/佐沼高)
須藤　ほの香 (宮城/好文館高) 森川　航多 (埼玉/ふじみ野高)
小笠原　桜 (埼玉/ふじみ野高) 須永　聖七 (埼玉/栄東高)
皆川　夏乃 (千葉/国府台高) 青野　里沙 (千葉/船橋法典高)
河村　太生 (東京/東海大付属高輪台高) 齋藤　功季 (神奈川/大和南高)
島内　天音 (愛知/椙山女学園高) 竹内　りおな (奈良/西和清陵高)
山口　潤李娃 (奈良/西和清陵高) 永田　奈緒 (大阪/豊島高)
加藤　咲菜 (大阪/大阪高) 髙山　葉名 (岡山/津山高)
花井　彩夏 (岡山/瀬戸高) 東本　陽菜 (岡山/瀬戸高)
石村　優実 (山口/ザビエル高) 田中　吟 (香川/高松南高)
岡﨑　未祐 (香川/善通寺第一高) 板東　亜弥 (徳島/名西高)
吉田　明日香 (兵庫/御影高) 福井　咲来 (兵庫/六甲アイランド高)
坂口　凜 (兵庫/兵庫高) 榊田　美菜 (兵庫/兵庫高)
三浦　愛華 (兵庫/北須磨高) 村井　菜花 (兵庫/須磨東高)
川西　咲良 (兵庫/須磨東高) 森　陽香 (兵庫/須磨東高)
山本　涼葉 (兵庫/須磨東高) 川上　ゆり (兵庫/舞子高)
森本　薫仁 (兵庫/舞子高) 宮慶　俊希 (兵庫/舞子高)
麻中　南凪 (兵庫/伊川谷北高) 三井　那々子 (兵庫/伊川谷北高)
永田　愛和 (兵庫/西脇高) 村井　亜美 (兵庫/西脇高)
大島　えりか (兵庫/社高) 朝井　晴夏 (兵庫/小野高)
船引　郁実 (兵庫/加古川東高) 大月　愛弓 (兵庫/加古川東高)
松岡　来実 (兵庫/姫路東高) 吉川　愛華 (兵庫/姫路西高)
松ヶ下　楓 (兵庫/太子高) 岸　美緒 (兵庫/龍野高)

高校３年生　　20名　　

白川　彩麗子 (青森/弘前工高) 髙橋　真優 (宮城/松島高)
丘村　大翔 (埼玉/青陵高) 藤村　実来里 (千葉/国府台高)
髙木　愛夏 (千葉/船橋法典高) 太田　夏鈴 (千葉/船橋法典高)
島田　優美子 (東京/早稲田実業高) 大岡　理央 (愛知/椙山女学園高)
廣瀬　光汰 (岡山/明誠学院高) 留村　美帆 (香川/高松南高)
長谷部　実亜 (徳島/名西高) 北山　麻衣 (徳島/名西高)
竹谷　莉穂 (兵庫/宝塚北高) 松井　美桜 (兵庫/宝塚北高)
羽鳥　由夏 (兵庫/武庫川女子大附属高) 灘井　綾子 (兵庫/芦屋高)
髙橋　琉菜 (兵庫/社高) 筒井　美智 (兵庫/神戸市立工業高専)
安田　藍奈 (兵庫/姫路北高) 羽根岡　希華 (兵庫/香寺高)

大学生・専門学校生　　　　9名

原　愛美 (兵庫/武庫川女子大1年) 三野　杏静 (東京/実践女子大2年)
永田　真希 (大阪/梅花女子大2年) 山野　智大 (徳島/国立徳島大2年)
屋田　美空 (兵庫/武庫川女子大2年) 吉川　穂風 (兵庫/神戸ベルエベル美容専2年)
常峰　梨乃 (兵庫/神戸常盤大2年) 石井　美希 (千葉/敬愛大3年)
桜間　萌可 (兵庫/神戸親和女子大4年)

以上
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	入選(中高)

