
第13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　

まきの　こうたろう (埼玉/本庄東小) ゆあさ　あつと (山口/勝山小)
木じま　あさひ (山口/勝山小) とりたに　かい (香川/木太北部小)
なが田　かんた (兵庫/小野東小) ふじ本　こう生 (兵庫/緑が丘東小)
まつうら　あおい (兵庫/高丘西小) よこやま　りな (兵庫/野口北小)
やうち　うたこ (兵庫/高浜小) まえだ　ゆう (兵庫/坊勢小)
かつら　たいしん (兵庫/坊勢小) うえだ　いとは (兵庫/坊勢小)
よしだ　なみ (兵庫/神部小)

小学２年生　　21名　

坂井　めい (青森/弘前大附属小) あんぼ　ゆ月 (秋田/琴丘小)
さとう　すずね (宮城/柳生小) よし川　けいすけ (東京/文教大付属小)
すず木　ちとせ (千葉/相模台小) 久斗　杏莉 (京都/安詳小)
橋本　うた (山口/生野小) たくわ　しゅん (香川/太田南小)
小びか　斗ま (香川/多肥小) 西　きよか (鹿児島/指宿小)
西ざき　りょうま (兵庫/鹿の子台小) すずき　まな (兵庫/花谷小)
うまこし　あずさ (兵庫/井吹東小) 平野　ふう花 (兵庫/広田小)
いまい　ちはる (兵庫/加古川小) よしだ　けいと (兵庫/氷丘小)
ふく本　えま (兵庫/高砂市立米田小) かわうち　めい (兵庫/高浜小)
小林　ももか (兵庫/坊勢小) 小林　ののか (兵庫/坊勢小)
澁田　ここな (兵庫/揖西西小)

小学３年生　　27名　

野呂　瞬翔 (青森/板柳南小) 工藤　虎宇 (青森/藤崎小)
平川　誠人 (青森/田舎館小) 鈴木　心結 (埼玉/市田小)
中村　紗葉 (埼玉/美園小) 横山　莉子 (愛知/奥小)
靍谷　宥仁 (和歌山/あやの台小) 内田　ひな (和歌山/名草小)
井上　悠真 (岡山/香々美小) 鎌田　紗奈 (山口/勝山小)
今倉　瑞生 (福岡/守恒小) 遠山　奈実 (兵庫/六甲小)
高﨑　萌衣奈 (兵庫/灘小) 林　成龍 (兵庫/神戸朝鮮初中級)
坂本　日和 (兵庫/有野小) 水き　ゆあ (兵庫/神戸祇園小)
岬　葉奈 (兵庫/東落合小) 寺尾　優花 (兵庫/神の谷小)
柏原　いろね (兵庫/大部小) 松尾　瑛祐 (兵庫/来住小)
馬勝　咲由奈 (兵庫/緑が丘小) 井手　もも香 (兵庫/加古小)
山野　卯嵩 (兵庫/平荘小) 朱　本軒 (兵庫/氷丘南小)
富永　愛香 (兵庫/大津茂小) 宮本　麻央 (兵庫/河内小)
西田　明日香 (兵庫/揖西西小)
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小学４年生　　33名　

千葉　光莉 (青森/板柳南小) 木立　愛琉 (青森/六郷小)
猪股　愛結 (青森/六郷小) 葛西　惟央 (青森/田舎館小)
奈良　智哉 (青森/浪打小) 山家　悠来 (栃木/国分寺東小)
金子　美桜 (千葉/大穴小) 渡辺　由真 (愛知/大林小)
米澤　雅貴 (大阪/茨木小) 堀内　駿 (大阪/寝屋川市立北小)
上原　葵乃 (岡山/誕生寺小) 石﨑　雅人 (岡山/竜之口小)
湯淺　美南 (山口/勝山小) 有福　衣桜里 (山口/熊野小)
扇　晴子 (山口/一の宮小) 大野　心遥 (香川/木太北部小)
宅和　那夏 (香川/太田南小) 小比賀　俐心 (香川/多肥小)
村上　凪 (兵庫/打出浜小) 西山　愛子 (兵庫/稗田小)
三木　遥 (兵庫/夢野の丘小) 竹内　悠二 (兵庫/花谷小)
高橋　彩葉 (兵庫/小束山小) 藤原　颯生 (兵庫/小野東小)
船橋　花音 (兵庫/小野東小) 荒木　奏志 (兵庫/富田小)
櫻井　じゅりあ (兵庫/平岡北小) 福本　蒼真 (兵庫/高砂市立米田小)
横山　優菜 (兵庫/野口北小) 寺田　四季 (兵庫/半田小)
金田　彰真 (兵庫/神部小) 荻野　佑果 (兵庫/神部小)
山本　悠月 (兵庫/双葉小)

小学５年生　　39名　

米村　光 (青森/常盤小) 津川　咲笑 (青森/黒石東小)
福原　心美 (青森/黒石東小) 田村　香乃 (埼玉/榛沢小)
野本　愛陽 (埼玉/下忍小) 小池　葉月 (埼玉/木曽呂小)
高津　百花 (大阪/香里ヌヴェール学院小) 瀬田　靖華 (鳥取/会見小)
大國　礼奈 (岡山/林田小) 波多野　希美 (山口/勝山小)
本田　奈菜美 (山口/勝山小) 井之上　百椛 (山口/勝山小)
秋山　りん (香川/新番丁小) 鳥谷　眞子 (香川/木太北部小)
古賀　市夏 (佐賀/東原庠舎西渓校) 高﨑　陽奈子 (兵庫/灘小)
遠山　果奈 (兵庫/六甲小) 赤穂　真帆 (兵庫/六甲小)
花牟禮　果穂 (兵庫/西郷小) 前坊　幸奏 (兵庫/長尾小)
髙地　陽菜 (兵庫/井吹東小) 平野　心奈 (兵庫/洲本第二小)
甲山　心咲 (兵庫/市場小) 荒川　朋輝 (兵庫/小野小)
春名　モネ (兵庫/小野小) 松田　咲那 (兵庫/小野小)
中岩　莉子 (兵庫/自由が丘東小) 岡﨑　由希子 (兵庫/天満小)
高野　晴日 (兵庫/母里小) 森　陽菜乃 (兵庫/尾上小)
德田　楽海 (兵庫/野口小) 横山　莉緒 (兵庫/高浜小)
三砂　詠次郎 (兵庫/高浜小) 吉川　唯都 (兵庫/高浜小)
敷谷　茜音 (兵庫/坊勢小) 小林　凪 (兵庫/坊勢小)
宮本　明依 (兵庫/河内小) 伊藤　綾我 (兵庫/神部小)
田渕　乃々華 (兵庫/揖西西小)
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小学６年生　　47名　

平川　みずほ (青森/田舎館小) 齋藤　真里愛 (青森/浪岡野沢小)
工藤　莉世 (青森/黒石東小) 汐中　美優菜 (埼玉/熊谷西小)
宮田　結衣 (埼玉/戸塚小) 中村　梨花 (東京/給田小)
髙野　心愛 (東京/加住小中) 池上　宙奈 (神奈川/駒岡小)
渡辺　翔真 (愛知/大林小) 横山　眞子 (愛知/奥小)
坊垣　妙泉 (岐阜/市橋小) 樋口　英里 (岐阜/関ケ原小)
米澤　拓真 (大阪/茨木小) 大迫　樹玲 (和歌山/浜宮小)
金谷　瑛士 (岡山/高倉小) 河村　心遥 (山口/勝山小)
平野　結菜 (山口/勝山小) 伊勢　睦花 (山口/勝山小)
有福　心美 (山口/熊野小) 後藤　陽菜 (山口/熊野小)
志摩　修斗 (山口/熊野小) 山根　慧真 (山口/一の宮小)
高島　凪沙 (兵庫/成徳小) 細谷　佳弘 (兵庫/成徳小)
阪下　真羽 (兵庫/灘小) 吉岡　紗季 (兵庫/西灘小)
田中　佑樹 (兵庫/有瀬小) 若井　つむぎ (兵庫/夢野の丘小)
岸原　聡仁 (兵庫/だいち小) 小林　夕莉菜 (兵庫/井吹の丘小)
大賀　みのり (兵庫/井吹の丘小) 井上　心結 (兵庫/大部小)
本田　明花音 (兵庫/大部小) 長田　琥太郎 (兵庫/小野東小)
佐藤　壮眞 (兵庫/小野東小) 森元　奏理 (兵庫/緑が丘東小)
明石　虹逢 (兵庫/緑が丘東小) 井上　玲羅 (兵庫/神出小)
吉原　果歩 (兵庫/氷丘小) 光川　虹奈 (兵庫/高浜小)
角田　來菜 (兵庫/高浜小) 森澤　寧々 (兵庫/高浜小)
上西　美緒 (兵庫/高浜小) 髙梨　凌雅 (兵庫/高浜小)
山本　彩花 (兵庫/坊勢小) 吉田　琴音 (兵庫/神部小)
飯田　貴子 (兵庫/龍野小)

以上
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