
第13回 全国学生防災書道展  特選者名簿　（高学年より記載）

大学生・専門学校生

今井　啓聖 (青森/国立弘前大 6年) 奈良　乃恵瑠 (青森/柴田学園大 4年)

小前　咲良 (大阪/国立大阪大 2年) 溝上　杏奈 (兵庫/神戸国際調理専 2年)

山本　凌太朗 (兵庫/兵庫教育大 1年) 野間屋　葵 (大阪/森ノ宮医療大 1年)

高校生

荒木　優李 (千葉/国府台高 3年) 千葉　蒼生 (千葉/袖ヶ浦高 3年)

永川　琴葉 (愛知/椙山女学園高 3年) 井原　みく (徳島/名西高 3年)

松ヶ下　楓 (兵庫/太子高 3年) 大久保　彩 (岩手/宮古高 2年)

堰合　優羽妃 (岩手/盛岡市立高 2年) 熊井　萌伊里 (千葉/国府台高 2年)

広瀬　純白 (東京/成蹊高 2年) 米本　愛袈 (岡山/瀬戸高 2年)

林　美羽 (徳島/名西高 2年) 芹口　乃亜 (兵庫/葺合高 2年)

髙田　萌恵 (兵庫/伊川谷北高 2年) 二宮　梨菜 (兵庫/伊川谷北高 2年)

岸本　そよか (兵庫/兵庫高 2年) 金城　三佳 (兵庫/須磨東高 2年)

水越　菜月 (兵庫/龍野高 2年) 庄司　梨乃 (千葉/国府台高 1年)

蓮池　惺名 (徳島/名西高 1年) 藤原　李帆 (兵庫/小野高 1年)

都倉　咲希 (兵庫/小野高 1年) 浅霧　琴葉 (兵庫/姫路商高 1年)

中学生

谷澤　来美 (千葉/前原中 3年) 中村　櫻子 (神奈川/湘南白百合学園中 3年)

高山　倫 (東京/桜蔭中 3年) 土井　愛莉 (和歌山/明和中 3年)

西本　日向子 (岡山/竜操中 3年) 青山　舞花 (岡山/中道中 3年)

高橋　健太 (山口/勝山中 3年) 植田　百葉 (兵庫/鷹匠中 3年)

津田　和花奈 (兵庫/原田中 3年) 伊野　紗友希 (兵庫/須磨北中 3年)

小岩　月綺 (兵庫/井吹台中 3年) 吉田　茉央 (兵庫/小野南中 3年)

笹尾　美彩貴 (兵庫/旭丘中 3年) 池田　神楽 (兵庫/坊勢中 3年)

田代　縁 (兵庫/揖保川中 3年) 金田　愛実 (兵庫/揖保川中 3年)

船引　実里 (兵庫/浜の宮中 3年) 森　紗栄 (千葉/専修大松戸中 2年)

鯨井　梅 (埼玉/越谷市立東中 2年) 梅田　梨里 (岡山/玉島東中 2年)

山本　光哉 (岡山/久米南中 2年) 金谷　琴音 (岡山/津山中 2年)

西﨑　ひかる (愛媛/愛光中 2年) 佐伯　美菜 (兵庫/旭丘中 2年)

奈良　ひより (青森/浪打中 1年) 南川　結唯 (和歌山/明和中 1年)

稲田　千明 (山口/川中中 1年) 石橋　亜樹 (山口/川中中 1年)

秦　彩乃 (福岡/津屋崎中 1年) 赤川　惠海 (兵庫/神戸生田中 1年)

宗重　万梨奈 (兵庫/啓明学院中 1年)
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小学生

山谷　晃 (青森/弘前大附属小 6年) 山田　陽生利 (青森/小阿弥小 6年)

花田　こはる (青森/田舎館小 6年) 金子　由来 (埼玉/美女木小 6年)

山石　埜乃 (埼玉/熊谷西小 6年) 髙野　心真 (東京/青梅第二小 6年)

阪井　涼太郎 (大阪/寝屋川市立北小 6年) 河野　真依 (香川/木太北部小 6年)

堀田　心彩 (佐賀/東山代小 6年) 杉山　由衣 (兵庫/ありの台小 6年)

古賀　晴圭 (兵庫/成徳小 6年) 宇久　智悠 (兵庫/雲中小 6年)

岩崎　百那 (兵庫/緑が丘東小 6年) 大辻　愛莉 (兵庫/母里小 6年)

森　美來乃 (兵庫/坊勢小 6年) 安田　颯太郎 (青森/藤崎中央小 5年)

葛西　龍 (青森/黒石小 5年) 鯨井　縁 (埼玉/越谷東小 5年)

山口　小都花 (岡山/林田小 5年) 木嶋　咲花 (山口/勝山小 5年)

白井　陽彩 (香川/松崎小 5年) 真田　彩帆 (兵庫/宮川小 5年)

新川　愛心 (兵庫/大部小 5年) 松村　美緒 (兵庫/天満小 5年)

吉村　碧華 (兵庫/天満小 5年) 齋藤　友里愛 (青森/浪岡野沢小 4年)

高野　彩月 (千葉/大穴小 4年) 川角　星愛 (京都/中筋小 4年)

佐藤　匠 (岡山/幡多小 4年) 西尾　晃太朗 (岡山/林田小 4年)

東原　遥花 (香川/多肥小 4年) 遠藤　康太 (香川/木太北部小 4年)

佐藤　千紗 (兵庫/小野東小 4年) 岸　義晴 (兵庫/神部小 4年)

八嶋　杏 (兵庫/小野小 4年) 鯨井　たまき (埼玉/越谷東小 3年)

伊藤　里紗 (愛知/中山小 3年) 河盛　芽 (大阪/寝屋川市立北小 3年)

森藤　美優 (岡山/林田小 3年) さいとう　りりあ (青森/浪岡野沢小 2年)

りゅう　はな (神奈川/横濱中華學院小 2年) しげ定　み月 (岡山/向陽小 2年)

いけ上　あきら (岡山/加美小 2年) 新道　光 (山口/向山小 2年)

ささ木　さなみ (香川/屋島西小 2年) さとう　ひろ斗 (兵庫/大部小 2年)

小林　せらい (兵庫/坊勢小 2年) 多じか　はや人 (兵庫/小野東小 2年)

し水　ひろと (埼玉/美園小 1年) 山いし　あやの (埼玉/熊谷西小 1年)

まえだ　はのん (兵庫/坊勢小 1年) たけもと　ほのか (兵庫/天満小 1年)

ばんどう　のき (兵庫/福良小 1年) にしせき　かなめ (兵庫/加古川小 1年)

以上　113名
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