
第13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　　　48名　

齋藤　大河 (青森/浪岡中) 葛西　凌生 (青森/東奥義塾中)
米村　紗彩 (青森/明徳中) 西村　京美 (栃木/国分寺中)
須藤　桃太郎 (群馬/生品中) 高齋　百花 (埼玉/富士見中)
石田　優奈 (埼玉/豊春中) 中川　楓華 (埼玉/美園中)
坂本　明日梨 (埼玉/原山中) 伊原　千絢 (埼玉/戸塚中)
木村　嘉月 (東京/調布市立第八中) 髙野　美心 (東京/青梅市立第二中)
北村　翔大 (岐阜/関ケ原中) 錦織　千秋 (京都/大山崎中)
靍谷　咲良 (和歌山/隅田中) 野際　杏 (和歌山/明和中)
廣川　紗奈子 (岡山/津山中) 岡　桃生華 (岡山/北陵中)
高橋　奈菜 (山口/勝山中) 八木　優香莉 (山口/川中中)
山中　里愛 (山口/下関中等教育) 安廣　大耀 (山口/勝山中)
若宮　りこ (福岡/津屋崎中) 森藤　千輝 (熊本/玉名高附属中)
朝生　結夢 (兵庫/本山南中) 杉本　知優 (兵庫/精道中)
馰井　咲空 (兵庫/烏帽子中) 土居　可奈子 (兵庫/長峰中)
平野　瑞花 (兵庫/長峰中) 上川　稀羽 (兵庫/須磨学園中)
柴田　光貴 (兵庫/友が丘中) 中村　宰子 (兵庫/東落合中)
鈴木　菜月 (兵庫/東落合中) 松田　茉帆 (兵庫/小野中)
柳田　愛菜 (兵庫/旭丘中) 揖宿　七海 (兵庫/旭丘中)
有馬　沙耶 (兵庫/三木東中) 藤澤　美貴 (兵庫/加古川中)
森　寧音佳 (兵庫/浜の宮中) 瀬尾　和実子 (兵庫/飾磨東中)
尾野　杏奈 (兵庫/飾磨東中) 上田　夏愛 (兵庫/坊勢中)
森　芽生 (兵庫/坊勢中) 敷谷　碧泉 (兵庫/坊勢中)
岸　和奏 (兵庫/揖保川中) 平尾　美波 (兵庫/龍野西中)
中塚　美来 (兵庫/龍野西中) 木南　莉杏 (兵庫/龍野西中)

中学２年生　　38名　

山本　七翠 (青森/弘前市立第一中) 小野　陽向 (青森/田舎館中)
酒井　埜愛 (青森/弘前大学附属中) 花田　なゆか (青森/弘前市立第一中)
小山　祐加子 (青森/弘前大学附属中) 大川　七愛 (埼玉/行田中)
荒井　千紘 (埼玉/戸塚中) 藤間　樹 (東京/上祖師谷中)
吉田　愛梨 (京都/木津第二中) 上岡　心結 (奈良/榛原中)
木村　龍之介 (山口/勝山中) 大濱　香月 (山口/川中中)
飯田　蒼依 (山口/川中中) 山口　芽吹 (高知/高知大附属中)
愛甲　美涼 (熊本/二岡中) 髙尾　弥来 (兵庫/精道中)
細谷　智実 (兵庫/鷹匠中) 汐碇　こなつ (兵庫/東落合中)
平木　美羽 (兵庫/望海中) 柏木　南有香 (兵庫/一宮中)
井上　真帆 (兵庫/南淡中) 都倉　理乃 (兵庫/小野南中)
上野　結衣 (兵庫/稲美北中) 西村　佳穗 (兵庫/加古川中)
西松　優 (兵庫/加古川中) 宮﨑　ななみ (兵庫/増位中)
辻井　妙 (兵庫/増位中) 福田　ひより (兵庫/飾磨東中)
角田　累菜 (兵庫/飾磨東中) 宇田　聡子 (兵庫/安室中)
荒木　嘉音 (兵庫/坊勢中) 桂　美沙 (兵庫/龍野東中)
圓尾　明日香 (兵庫/揖保川中) 中村　百恵 (兵庫/揖保川中)
中川　和奏 (兵庫/龍野西中) 川口　由桜 (兵庫/龍野西中)
觀田　ほなみ (兵庫/龍野西中) 荻野　杏彩 (兵庫/兵庫県立大附属中)
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中学３年生　　47名　

加藤　凰太郎 (北海道/北海道教育大附属釧路義務教育)
横山　龍桜 (青森/明徳中) 成田　花菜 (青森/浪岡中)
白戸　葉奈子 (青森/田舎館中) 成田　來実 (青森/田舎館中)
山本　悠悟 (青森/田舎館中) 花田　ほのか (青森/弘前市立第一中)
神　匠飛 (青森/藤崎中) 葛西　あいら (青森/黒石中)
平子　誉人 (福島/泉中) 安藤　凜 (埼玉/昭和中)
星野　日和 (埼玉/吹上北中) 森　沙彩香 (埼玉/美園南中)
田原　璃子 (埼玉/原山中) 種村　ゆきな (埼玉/神根中)
中村　心南 (滋賀/松原中) 西原　愛結 (大阪/豊中市立第十三中)
濱田　果純 (大阪/関西大学北陽中) 白川　愛桜 (鳥取/南部中)
吉田　琴音 (岡山/津山中) 宮﨑　芽生 (山口/勝山中)
市原　彩華 (山口/川中中) 堀本　京 (山口/川中中)
石橋　杏実 (山口/川中中) 渡部　彩乃 (香川/紫雲中)
大野　央幹 (大分/鶴崎中) 髙田　瑞穂 (熊本/八代中)
今本　有奏 (熊本/八代市立第四中) 堀　小夏 (兵庫/神戸女学院中)
辻　柊矢 (兵庫/烏帽子中) 下野　夏希 (兵庫/東落合中)
小岩　さくら (兵庫/井吹台中) 藤田　紗玖也 (兵庫/津名中)
花立　梨弥愛 (兵庫/一宮中) 伊藤　碧 (兵庫/小野中)
粂田　凜 (兵庫/緑が丘中) 片山　和奏 (兵庫/緑が丘中)
有村　涼汰 (兵庫/氷丘中) 鷲尾　明 (兵庫/両荘中)
吉原　直隆 (兵庫/氷丘中) 竹元　小百合 (兵庫/稲美北中)
小林　愛來 (兵庫/坊勢中) 上田　梨愛 (兵庫/坊勢中)
松岡　准平 (兵庫/飾磨東中) 田中　李奈 (兵庫/龍野西中)
松本　惺来 (兵庫/龍野西中) 坂元　雛吏 (兵庫/龍野東中)
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高校１年生　　52名　　

最上　奏 (北海道/北海道岩内高) 工藤　優作 (青森/大湊高)
古村　日和 (青森/青森南高) 渡辺　璃杏 (青森/東奥義塾高)
関　愛理 (岩手/盛岡市立高) 鎌田　夏帆 (秋田/秋田工高)
中根　美咲 (茨城/水戸桜ノ牧高) 齋川　心美 (埼玉/越谷南高)
長谷川　菜央子 (埼玉/星野高) 武藤　陽菜 (東京/駒込高)
枝松　采子 (千葉/国府台高) 瀧上　奈々緒 (千葉/国府台高)
小林　愛佳 (千葉/国府台高) 井上　咲蘭 (千葉/国府台高)
中田　茉采 (富山/雄山高) 小野　心丸知 (愛知/至学館高)
太田　寿莉 (岡山/創志学園高) 吉田　萌夏 (山口/高川学園高)
藤岡　桜子 (山口/早鞆高) 髙橋　成 (山口/豊浦高)
谷口　敦思 (徳島/名西高) 義友　真緒 (徳島/名西高)
高松　和央 (高知/高知追手前高) 大瀬良　実桜 (熊本/玉名高)
橋本　彩椰 (熊本/玉名高) 古家　実莉 (兵庫/神戸女学院高)
野村　多來 (兵庫/宝塚北高) 撫　亜芽里 (兵庫/芦屋高)
住谷　和信 (兵庫/科学技術高) 瀧川　桃華 (兵庫/神港橘高)
平野　絵莉子 (兵庫/須磨東高) 大西　由香 (兵庫/須磨東高)
春名　美空 (兵庫/須磨東高) 中野　倫 (兵庫/伊川谷北高)
桑原　一菜 (兵庫/伊川谷北高) 三宅　萌杏 (兵庫/伊川谷北高)
杉山　雛 (兵庫/伊川谷北高) 玉木　涼夏 (兵庫/伊川谷高)
富永　理菜 (兵庫/西脇高) 田中　愛梨 (兵庫/西脇高)
藤本　芽衣 (兵庫/西脇高) 松尾　風花 (兵庫/西脇高)
鍛示　百花 (兵庫/社高) 宮先　里奈 (兵庫/小野高)
石井　里奈 (兵庫/三木高) 柳田　理央 (兵庫/三木高)
小林　愛実 (兵庫/福崎高) 峯松　愛莉 (兵庫/賢明女子学院高)
堀江　香恋 (兵庫/飾磨高) 溝口　未来 (兵庫/龍野北高)
田中　さくら (兵庫/龍野高) 平尾　咲良 (兵庫/龍野高)
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高校２年生　　44名　　

杉本　綺良 (岩手/盛岡市立高) 三船　茉衣子 (岩手/盛岡市立高)
伊藤　優希 (岩手/盛岡聴覚支援学校) 髙橋　亜美 (宮城/黒川高)
川田　茉侑 (東京/東京女学館高) 市原　孝太郎 (千葉/国府台高)
仲子　慶 (千葉/国府台高) 伊藤　空 (千葉/国府台高)
山口　琉那 (千葉/袖ヶ浦高) 五十嵐　茉穂 (千葉/袖ヶ浦高)
小泉　優芽 (千葉/袖ヶ浦高) 林　莉緒 (神奈川/大和南高)
沖　奈々実 (石川/金沢二水高) 岸田　安未 (大阪/樟蔭高)
安富　颯桜 (大阪/樟蔭高) 森野　楓香 (大阪/大阪高)
山本　優佳 (鳥取/米子東高) 白川　晴菜 (鳥取/米子西高)
西村　芽依 (岡山/津山商高) 山本　海羽 (岡山/瀬戸高)
多賀　心咲 (島根/津和野高) 富永　こはる (徳島/名西高)
真鍋　優妃乃 (徳島/名西高) 安田　愛香音 (高知/土佐女子高)
三神　英奈 (熊本/玉名高) 原田　真央 (熊本/天草高校倉岳校)
三宅　渓斗 (兵庫/神戸甲北高) 宿南　明里 (兵庫/兵庫高)
井上　美桜 (兵庫/兵庫高) 近藤　さくら (兵庫/須磨東高)
新家　あかり (兵庫/須磨東高) 臼杵　夢衣 (兵庫/須磨東高)
鎗場　琴羽 (兵庫/須磨東高) 楠本　夕葵 (兵庫/須磨学園高)
永綱　亜美 (兵庫/伊川谷北高) 進藤　七菜 (兵庫/小野高)
榊原　千桜 (兵庫/小野高) 小林　凌語 (兵庫/東播磨高)
竹下　弥穂 (兵庫/加古川東高) 有末　桃香 (兵庫/香寺高)
松岡　夏帆 (兵庫/姫路東高) 髙見　佳明 (兵庫/姫路西高)
三砂　凪彩 (兵庫/姫路高) 觀田　朱莉 (兵庫/龍野高)

高校３年生　　18名　　

藤原　里帆 (岩手/釜石商工高) 山本　諒香 (千葉/国府台高)
皆川　夏乃 (千葉/国府台高) 小松崎　里桜 (千葉/袖ヶ浦高)
谷口　莉望 (千葉/袖ヶ浦高) 北村　美優 (岐阜/大垣東高)
川﨑　結 (愛知/椙山女学園高) 中田　勝也 (徳島/名西高)
森本　乃愛 (徳島/名西高) 米満　真凜 (徳島/名西高)
桒原　愛里 (徳島/名西高) 辛川　唯 (熊本/熊本農業高)
亀田　花帆 (兵庫/川西明峰高) 岡﨑　萌生 (兵庫/神戸野田高)
船引　郁実 (兵庫/加古川東高) 久保田　佳歩 (兵庫/社高)
大西　若葉 (兵庫/三木高) 永田　萌 (兵庫/姫路西高)

大学生・専門学校生　　　　16名

八幡　夏美 (兵庫/武庫川女子大4年) 上田　真緒 (兵庫/武庫川女子大4年)
小野　七未 (東京/白鴎大4年) 嶋田　玖瑠海 (兵庫/神戸親和女子大3年)
髙見　春伃 (兵庫/武庫川女子大3年) 屋田　美空 (兵庫/武庫川女子大3年)
吉川　穂風 (兵庫/神戸ベルエベル美容専3年) 河島　稀夏 (兵庫/姫路日ノ本短大3年)
大野　詩織 (京都/花園大3年) 三野　紫静 (東京/大東文化大2年)
三角　昇司 (兵庫/兵庫県立大院2年) 溝口　遥 (兵庫/流通科学大2年)
竹下　詩真 (兵庫/神戸学院大2年) 原　愛実 (兵庫/武庫川女子大2年)
川崎　妃奈子 (兵庫/武庫川女子大1年) 安田　弥生 (兵庫/武庫川女子大1年)

以上
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