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内閣総理大臣賞
相馬　志帆 小島切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

文部科学大臣賞
松﨑　梓 呉昌碩臨石鼓文 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女

外務大臣賞
中村　友香理 中務集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

東京都知事賞
比企　百夏 香紙切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

高校生国際美術展名誉会長賞
堤　らら 雁塔聖教序 静岡県 浜松学芸高等学校 2年 女

高校生国際美術展実行委員長賞
浦野　真菜美 王鐸　 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

全国書道高等学校協議会賞
藤原　朱里 ポール・エリュアールの詩 佐賀県 佐賀県立小城高等学校 3年 女

産経新聞社賞
原　　優花 光明皇后楽毅論 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女

毎日新聞社賞
小島　千明 牛橛造像記 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

日刊スポーツ新聞社賞
白石　佳奈子 新古今和歌集 大分県 大分高等学校 3年 女

報知新聞社賞
須藤　真奈美 賢愚経巻十五 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女

スポーツニッ ポン新聞社賞
花田　結希乃 子規の句 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 3年 女

サンケイ スポーツ賞
賀川　真衣 氾勝之書 埼玉県 埼玉県立川口高等学校 3年 女

デイ リ ースポーツ賞
安冨　円香 祭姪文稿 愛媛県 愛媛県立新居浜東高等学校 3年 女

東京スポーツ新聞社賞
深江　由衣 薦季直表 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女

優秀賞
池田　朱里 曹全碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年 女
佐藤　優香 一条摂政集 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
下田　綾乃 逢嘉友 福岡県 福岡県立玄洋高等学校 2年 女
城野　茜・朱里 自書告身 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年 女
鈴木　真凜 呉昌碩臨石鼓文 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年 女

秀作賞
大堀　園加 趙之謙 埼玉県 本庄東高等学校 3年 女
小野原　美咲 徳川家康の言葉 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3月卒 女
川﨑　千尋 高野切第一種 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
草加　莉沙 書譜 岡山県 明誠学院高等学校 3年 女
粂　沙也加 針切 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
神宮司　由貴 曼殊院本古今集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年 女
武谷　円香 香紙切 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
戸谷　ゆり子 石鼓文 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
永井　千絵 蘇軾 大分県 大分高等学校 2年 女
吉岡　ありさ 新古今集より 熊本県 熊本県立第一髙等学校 2年 女

第１ 5回　 高校生国際美術展入選者名簿　 書道の部
※佳作は開催期間中は美術館に展示されません。佳作の賞状は後日お送りいたします。
※入選された方々の情報（氏名、出典、学校名、学年、性別）に誤りがございましたら、
　 誠に恐れ入りますが、当美術展実行委員会まで御連絡下さい。

TEL:03-5336-3507 

FAX:03-5336-3509 

アドレス：koukou@ihsaf.xsrv.jp 
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奨励賞
青木　茜 真草千字文 新潟県 新潟県立三条高等学校 3年 女
青柳　瑞妃 出師表 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
阿久津　尚子 九成宮醴泉銘 栃木県 国学院大学栃木高等学校 3年 女
安達　美沙 元顕儁墓誌銘 千葉県 中央学院高等学校 3年 女
阿部　英恵 黄州寒食詩巻 徳島県 徳島県立徳島北高等学校 3年 女
阿部　眞稀 金農 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年 女
荒木　穂乃香 魏霊蔵薛法紹造像記 新潟県 新潟県立長岡商業高等学校 3年 女
有村　明巳 新潮 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年 女
安藤　桃子 薦季直表 広島県 広島市立基町高等学校 2年 女
五十嵐　香乃 隷書崔子玉座右銘 福島県 福島県立会津学鳳高等学校 3年 女
五十嵐　緒実 権量銘 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年 女
池野　碧 賢愚経 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年 女
池本　亜美 針切 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年 女
石郷岡　菜月 魏霊蔵造像記 千葉県 千葉県立国府台高等学校 3年 女
石田　夕菜 北原白秋の詩 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年 女
石原　直美 孫秋生造像記 広島県 広島県立三次高等学校 2年 女
石原　光 曼殊院本古今和歌集 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校 3年 男
一ノ倉　彩加 楊峴 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年 女
伊藤　咲希 王鐸 岩手県 盛岡市立高等学校 2年 女
井ノ下　千夏 楽毅論 広島県 広島県立熊野高等学校 3年 女
井ノ下　由梨 雁塔聖教序 広島県 広島県立熊野高等学校 1年 女
岩崎　光穂 始平行造像記 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
岩下　舞乃 乙瑛碑 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年 女
上柿　成美 島崎藤村の詩 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年 女
上田　咲季 針切 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校 2年 女
植田　芳佳 関戸本古今集 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年 女
上明代　和宏 賢愚経 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 男
宇田　京香 孫秋生造像記 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年 女
内田　実希 曹全碑 佐賀県 早稲田大学系属早稲田佐賀高等学校 3年 女
内布　成美 間適 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 3年 女
宇山　梨央 高貞碑 千葉県 志学館高等部 2年 女
浦川　佳子 孫秋生造像記 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 2年 女
漆畑　ゆず 蘭亭序 静岡県 静岡県立静岡東高等学校 3年 女
漆真下　仁里 呉昌碩 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年 女
江口　　真梨子 賢愚経 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
江﨑　愛子 曹全碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
大神　舞依 鄭羲下碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 1年 女
大熊　清郁 多宝塔碑 埼玉県 埼玉県立鷲宮髙等学校 3年 女
大島　愛 雑詩二首 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3年 女
大田　結子 杜家立成雑書要略 愛知県 愛知県立春日井高等学校 3年 女
大塚　美緒 張遷碑 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年 女
大西　佑佳 自書告身 愛媛県 愛光高等学校 2年 女
大橋　阿佐子 香紙切 岡山県 岡山芳泉高等学校 3年 女
小笠原　ひより 針切 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年 女
岡田　萌佳 鄭羲下碑 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
小川　真依 楊峴 埼玉県 本庄第一高等学校 3年 女
沖　真恵 魏靈藏造像記 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 1年 女
荻野　衿奈 本阿弥切 岡山県 明誠学院高等学校 3年 女
荻野　聖月 孫秋生造像記 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
奥本　明梨 傅山 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
小椋　葉月 山家心中抄 福島県 福島県立喜多方東高等学校 3年 女
越智　桃花 九成宮醴泉銘 愛媛県 愛媛県立今治南高等学校 1年 女
落合　友梨奈 莱子侯刻石 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年 女
尾原　亜耶 中務集 徳島県 徳島県立鳴門高等学校 3年 女
小原　美帆 魏霊蔵造像記 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 3年 女
柿原　由季 「黄州寒食詩巻」より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
笠原　亜季 「北の海」 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年 女



第15回高校生国際美術展入選者名簿 書の部

3 ページ

加藤　那央 ヘミングウェイの言葉 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3月卒 女
加藤　茉優 何紹基西嶽華山廟碑 岩手県 岩手県立一関第二高等学校 3年 女
金谷　梨沙 出塞行 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 2年 女
金森　穂華 曼殊院本古今集 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
金子　紗也 徐賁詩 山梨県 山梨県立日川高等学校 1年 女
金子　奈菜 高貞碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 女
川﨑　彩加 元楨墓誌銘 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年 女
川西　なつみ 馬王堆帛書相馬經 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
川端　星羅 天朗氣清恵風 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2年 女
川本　育実 木強則折 福岡県 常磐高等学校 3年 男
久我　樹 光明皇后楽毅論 千葉県 千葉県立長生高等学校 2年 女
工藤　純平 山のしづけさは白い花 山口県 慶進中学校・高等学校 3年 男
熊谷　泉 王鐸 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 女
栗原　璃子 エール 北海道 函館白百合学園高等学校 2年 女
黒﨑　百華 孫秋生造像記 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
幸田　恵里佳 呉昌碩 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
河野　明莉 牛橛造像記 千葉県 千葉県立長生高等学校 2年 女
古賀　千尋 光明皇后楽毅論 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
古賀　友利恵 木簡 福岡県 福岡県立須恵高等学校 2年 女
小坂　優佳 香紙切 岡山県 明誠学院高等学校 3年 女
米田　知加 高野切第一種 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
小山　藍子 魏霊蔵造像記 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年 女
小山　莉穂 曹全碑 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 2年 女
近藤　里穂 九成宮醴泉銘 広島県 広島県立五日市高等学校 1年 女
榮　愛莉 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 1年 女
坂本　七海 張猛龍碑 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
佐々木　紅葉 木簡 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 女
佐藤　綾美 芭蕉の句 東京都 瀧野川女子学園高等学校 2年 女
佐藤　杏香 木簡 香川県 香川県立高松商業高等学校 2年 女
佐藤　麻衣 魏霊蔵造像記 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年 女
塩澤　佑香 一条摂政集 静岡県 私立城南静岡高等学校 2年 女
篠田　春花 自作の詩 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 2年 女
柴崎　和哉 風信帖 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 3年 男
柴崎　海早紀 中務集 静岡県 私立城南静岡高等学校 2年 女
柴﨑　萌 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 女
島川　舞佳 張瑞図 三重県 三重県立名張桔梗丘高等学校 2年 女
社本　杏実 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 1年 女
須貝　大我 張遷碑 新潟県 新潟県立新発田高等学校 3年 男
杉浦　夏菜 王鐸行書軸 千葉県 拓殖大学紅陵髙等学校 3年 女
杉谷　紗英 孔子廟堂碑より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
鈴木　麻菜美 関戸本和漢朗詠集書 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 3年 女
鈴木　美優 風信帖 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 女
鈴木　里佳 中務集 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 2年 女
鈴村　夏乃 小倉百人一首より 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 2年 女
須藤　由芽花 百人一首より 岩手県 盛岡市立高等学校 3年 女
砂原　あすか 建中告身帖 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
諏訪　せなみ 曹全碑書 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 3年 女
世古　美菜穂 九成宮醴泉銘 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
瀬戸　真美 前赤壁賦 神奈川県 向上高等学校 3年 女
大黒　実優 曹全碑 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
髙栁　美花 爨宝子碑 新潟県 新潟県立三条高等学校 3年 女
瀧音　文弥 木簡 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 女
滝澤　舞 木簡 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 2年 女
武田　美智子 妙法蓮華経法師功徳品第十九 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 女
舘岡　千尋 呉昌碩 秋田県 秋田県立能代松陽高校 3年 女
田中　沙季 争坐位文稿 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 3年 女
田中　千亮 ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 熊本県 熊本県立天草高等学校 3年 女
田中　美来 傅山 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 女
谷川　由佳 高野切第三種 徳島県 徳島県立鳴門高等学校 2年 女
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田上　佳奈 礼器碑 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校 2年 女
玉田　奈々 望洞庭湖贈張丞相 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3年 女
千田　彩華 関戸本古今集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
千葉　かな実 王鐸 岩手県 盛岡市立高等学校 3年 女
千葉　早 漢陳文範碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年 女
千葉　春花 光定戒牒 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 2年 女
塚本　優花 楊峴 千葉県 千葉県立船橋豊富高等学校 3年 女
辻　真奈美 孔子廟堂碑 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
寺川　怜花 「枯樹賦」より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
徳永　恵梨 始平公造像記 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 2年 女
冨永　まのあ 默々者存 福岡県 福岡県立玄洋高等学校 2年 女
永尾　未来 高貞碑 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2年 女
中島　愛菜 木簡 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 1年 女
長嶋　結衣 顔氏家廟碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 2年 女
中瀨　美月 曹全碑 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年 女
中村　詩織 広開土王碑 新潟県 新潟県立新発田高等学校 3年 女
中村　汐里 香紙切 鹿児島県 鹿児島高等学校 2年 女
並岡　祐季 光本兼一の詩 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年 女
奈良　京華 金冬心 千葉県 千葉県立成東高等学校 3年 女
成岡　陽奈 隷書張衡霊憲四屏 静岡県 浜松学芸高等学校 2年 女
西川　星香 書譜 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年 女
布村　海 七言絶句幅 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年 女
根本　遥夏 香紙切 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 3年 女
根本　祐花 張猛龍碑 千葉県 志学館高等部 1年 女
野田　結香 鄭羲下碑 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
袴田　風香 曹全碑 秋田県 秋田県立能代松陽高校 2年 女
橋本　恵 牛橛造像記 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 1年 女
長谷田　朱音 鄭羲下碑 北海道 旭川龍谷高等学校 3年 女
秦　彩乃 開通褒斜道刻石 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 3年 女
濵田　未来 薦季直表 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年 女
濵田　水木 十七帖 高知県 高知県立高知西高等学校 3年 女
早川　彩月 趙之謙「開元占經」 新潟県 新潟県立長岡商業高等学校 2年 女
原口　睦未 建中告身帖 埼玉県 さいたま市立浦和南高等学校 2年 女
東　千尋 牛橛造像記 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 2年 女
東島　綾美 魏霊蔵薛法紹造像記 佐賀県 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 3年 女
菱谷　ほのか 海潮音より 岩手県 岩手県立水沢高等学校 3年 女
平川　暁子 中務集 広島県 広島市立基町高等学校 3年 女
平野　千花子 呉昌碩石鼓文 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年 女
深川　舞妃 鄭義下碑より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年 女
深水　萌々伽 金農「隷書七絶」 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年 女
福本　葉奈 何紹基石門頌 滋賀県 滋賀県立八日市高等学校 3年 女
福森　千芳 牛橛造像記 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 女
船橋　麻衣 曼殊院本古今和歌集 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 2年 女
古瀬　美咲 あやとり 富山県 富山県立高岡商業高等学校 3年 女
古殿　紗耶佳 乙瑛碑 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
彭　瑜 蘭亭序 岐阜県 岐阜県立多治見高等学校 1年 女
細井　彩音 自書告身 兵庫県 兵庫県立西宮今津高等学校 2年 女
堀川　咲月 曹全碑 広島県 広島県立三次高等学校 2年 女
堀口　実咲 高野切第三種 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
前　優奈 鍾繇薦季直表 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
前田　茉穂 爨宝子碑 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年 女
眞子　千鶴 さらさら 福岡県 福岡県福岡市立福岡女子高等学校 3年 女
松岡　瑞姫 孔子廟堂碑 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
松野　清佳 本阿弥切 北海道 札幌大谷高等学校 3年 女
松村　怜那 一条摂政集 埼玉県 埼玉県立川口高等学校 3年 女
松本　拓海 晶子の詩より 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年 男
松本　萌 高貞碑 香川県 香川県立高松北高等学校 2年 女
間中　友佳里 関戸本古今集 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 2年 女
三浦　彩乃 礼器碑 千葉県 拓殖大学紅陵髙等学校 2年 女
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水野　咲良 華下忘帰 福岡県 福岡県立玄洋高等学校 2年 女
水野　真菜 論経書詩 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 2年 女
光井　亜希 中務集 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
光永　華乃 「出塞行」 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年 女
満行　音々 雜詩 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3年 女
宮﨑　明音 晋祠銘 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年 女
宮﨑　麻菜 風信帖 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 3年 女
宮野　しえり 小島切 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
宮前　怜奈 薦季直表 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
村上　莉圭子 傅山 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年 女
室谷　侑花 関戸本古今集 富山県 富山県立高岡高等学校 2年 女
毛利　佳奈子 石鼓文 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年 女
本村　星 行書杜甫詩禹廟軸 鹿児島県 鹿児島県立霧島高等学校 2年 女
森　加奈恵 李太白憶旧遊詩巻 三重県 三重県立相可高等学校 2年 女
森　美保 王鐸行書詩巻 神奈川県 向上高等学校 3年 女
宿里　風音 雨ニモマケズ 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 2年 女
矢野　晴香 春すぎて・・・ 大分県 大分高等学校 3年 女
八巻　遥奈 紫苑の園 宮城県 宮城県大河原商業高等学校 3年 女
山口　あかり 乙瑛碑 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 2年 女
山﨑　彩加 鄭長猷造像記 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2年 女
山下　希 元楨墓誌銘 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
山下　芽吹 爨寳子碑 新潟県 新潟県立新発田高等学校 3年 女
山中　佐穂 多宝塔碑 高知県 土佐女子高等学校 1年 女
山根　准奈 針切 東京都 板橋有徳高等学校 3年 女
山村　美鈴 香紙切 大分県 大分高等学校 3年 女
山本　英季 曼殊院本古今集 岡山県 明誠学院高等学校 2年 女
山本　奈保子 楊峴 埼玉県 埼玉県立川口高等学校 3年 女
山谷　智穂 王鐸 秋田県 秋田県立能代松陽高校 3年 女
吉海　のぞみ 中務集 鹿児島県 野田女子高等学校 3月卒 女
吉川　実里 始平公像造記 山形県 山形県立寒河江高等学校 2年 女
吉田　綾奈 爨宝子碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 3年 女
吉本　早紀 礼器碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 2年 女
米澤　佳奈 秋桜子の句 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年 女
和田　麻里菜 楷書五文字 神奈川県 川崎市立商業高等学校 3年 女

佳　 作　 ※開催期間中作品は美術館に展示さ れません。 佳作の賞状は後日お送り いたし ます。
相川　真緒 薦季直表 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 女
相原　美智 深山窮谷 宮城県 宮城県白石高等学校 1年 女
青木　恵 蜀素帖 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 3年 女
青山　久美子 参議雅経の歌 広島県 広島県立忠海高等学校 3年 女
赤池　由莉亜 何紹基張遷碑 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年 女
赤坂　英里佳 始平公造像記 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 1年 女
赤坂　怜美 雁塔聖教序 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年 女
縣　知佳 石門頌 静岡県 静岡県立浜北西高等学校 3年 女
赤塚　結奈 爨宝子 新潟県 新潟県立三条東高等学校 2年 女
秋廣　萌 邠風図詩巻 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 2年 女
穐山　遥名 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 2年 女
芥川　みらの 牛橛造像記 千葉県 千葉県立四街道高等学校 2年 女
足尾　美香 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
畦浦　栞 香紙切 鹿児島県 野田女子高等学校 3年 女
麻生　英加 薦季直表 大分県 大分高等学校 3年 女
阿部　育歩 楽毅論 大分県 大分高等学校 2年 女
新井　里菜 蘭亭序 千葉県 千葉県立富里高等学校 1年 女
有川　文椰 始平公造像記 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 男
荒谷　晴香 針切 広島県 広島県立熊野高等学校 3年 女
有田　沙綺 左繍序 広島県 広島県立三次高等学校 2年 女
飯嶋　美由 風図詩巻 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
飯島　唯 九成宮醴泉銘 静岡県 聖隷クリストファー中・高等学校 1年 女
五十嵐　愛羅 巻子本古今集 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年 女
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五十嵐　実歩 廣武将軍碑 北海道 北海道札幌南陵高等学校 3月卒 女
壹岐　瑞季 何紹基 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年 女
生田　佳奈子 喪乱帖 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 3年 女
池田　佳穂 枯樹賦 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
池田　千夏 曹全碑 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 2年 女
池田　直美 建中告身帖 福岡県 福岡県立若松商業高等学校 2年 女
池田　晴香 史晨碑 愛媛県 愛媛県立三島高等学校 2年 女
池田　凌 争坐位稿 熊本県 熊本県立第一髙等学校 2年 女
石井　亜実 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 1年 女
石井　沙季 文徴明の書 奈良県 奈良県立郡山高等学校 冠山学舎 3年 女
石浦　舞 王羲之尺牘大観帖 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 3年 女
石川　愛美 伊都内親王願文 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年 女
石川　和佳奈 皇甫誕碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 女
石坂　愛里・里翠 楊峴隷書文語四屏 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年 女
石沢　緑春 集字聖教序 新潟県 新潟県立十日町高等学校 1年 女
石田　彩乃 王鐸 東京都 佼成学園女子高等学校 3月卒 女
石田　菜月 自分の感受性くらい 岐阜県 岐阜県立岐阜各務野高等学校 2年 女
石田　奈々絵 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
石田　裕菜 屏風土代 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3月卒 女
石野　晋太郎 石門頌 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年 男
石野　結衣 乙瑛碑 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
伊島　美咲 石鼓文四屏 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年 女
石山　竜太郎 伊都内親王願文より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年 男
石渡　彩乃 牛橛造像記 千葉県 志学館高等部 1年 女
磯　和恵 木簡 神奈川県 川崎市立高津高等学校 3年 女
板子　実紗 魏霊蔵造像記 栃木県 栃木県立小山城南高等学校 3年 女
市岡　茉巳 孔子廟堂碑 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 2年 女
市耒　亜唯璃 蜀素帖 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年 女
一條　友希 王鐸 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 3年 女
一森　楓可 九成宮醴泉銘 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 1年 女
井出　魁風 風信帖 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 1年 男
伊藤　さやか 朔風詩 岐阜県 岐阜県立長良高等学校 3年 女
伊藤　聖大 乙瑛碑 新潟県 中越学園中越高等学校 2年 男
伊藤　涼夏 孫秋生造像記 北海道 北海道浦河高等学校 2年 女
伊藤　千祥 柏葉壽 福岡県 福岡県立北筑高等学校 3年 女
伊藤　千賀 皇甫誕碑 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
伊東　那奈 若山牧水の歌 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
伊藤　菜々美 呉昌碩石鼓文 千葉県 千葉県立船橋豊富高等学校 2年 女
伊藤　帆南 堤中納言酬 山形県 山形県立酒田西高等学校 2年 女
伊藤　美砂 草書千字文 福島県 福島県立福島高等学校 2年 女
伊藤　理恵子 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
井戸下　桃華 始平公造像記 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
井上　夏海 高貞碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 2年 女
井上　遥香 自書告身 広島県 広島県立神辺旭高等学校 2年 女
井上　麻帆 高貞碑 広島県 広島県立五日市高等学校 1年 女
井上　裕生 蘭亭序 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
井上　梨奈 木簡 大分県 大分県立日田高等学校 3年 女
今井　綾乃 美人董氏墓誌名 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
今井　のどか 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 女
今井　未来 さん宝子碑 新潟県 新潟県立堀之内高等学校 3年 女
今村　あゆみ 多宝塔碑 埼玉県 埼玉県立鷲宮髙等学校 3年 女
井本　千聖 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 女
入江　明日香 居延漢簡 岡山県 岡山県立新見高等学校南校地 3年 女
入倉　祐子 寸松庵色紙 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
岩上　茉鈴 中務集 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年 女
岩﨑　亜美 万葉集より 熊本県 熊本県立第一髙等学校 2年 女
岩﨑　帆香 孔子廟堂碑 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 1年 女
岩瀬　千宙 木簡 北海道 北海道小清水高等学校 1年 男
岩田　佳奈 曹全碑 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
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岩本　かすみ 模刻鄧石如印 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 2年 女
岩本　華奈 書譜 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
岩本　菜緒 元顕儁墓誌銘 埼玉県 星野高等学校 2年 女
岩本　莉央 牛橛造像記 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 2年 女
上村　真穂 周易抄 岡山県 岡山県立瀬戸高等学校 3年 女
植山　愛加 木簡 広島県 広島県立三次高等学校 2年 女
臼井　裕香 顔勤礼碑 茨城県 茨城県立磯原郷英高等学校 1年 女
内尾　有里 岑参の詩二首 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
内田　涼花 曹全碑 福岡県 福岡県立東鷹高等学校 3年 女
内山　未羽 楽毅論 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年 女
鵜子　水月 胡説文解字序 滋賀県 比叡山高等学校 2年 女
梅田　果麟 魏霊蔵造像記 北海道 北海道小清水高等学校 2年 女
梅林　由葵乃 中務集 岡山県 明誠学院高等学校 3年 女
浦上　晶帆 花鳥風月 徳島県 徳島県立城東高等学校 1年 女
海野　愛恵 宋武帝勅 静岡県 静岡県立静岡東高等学校 3年 女
海野　真理 巖下に響く 山形県 山形県立寒河江高等学校 2年 女
江頭　真央 澄心清意 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
江頭　　茉希 甲骨文 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
江口　はるな 曹全碑 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 2年 女
江口　真冬 九成宮醴泉銘 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
江島　由佳 衆生咸蒙斯福 長崎県 長崎日本大学高等学校 1年 女
榎本　結衣 伝聖武天皇賢愚經卷第十五 埼玉県 埼玉県立久喜高等学校 3年 女
江原　いずみ 伊都内親王願文 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 3年 女
江原　麻耶香 始平公造像記 埼玉県 星野高等学校 1年 女
遠藤　明日香 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 1年 女
遠藤　彩芽 楊峴 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年 女
遠藤　加奈 篆刻三顆 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年 女
遠藤　彩紀 眠雲聴泉 徳島県 徳島県立城ノ内高等学校 3年 女
遠藤　美果 祭姪文稿 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 女
及川　智香子 曹全碑 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 女
及川　真知 古今集より 岩手県 岩手県立水沢高等学校 3年 女
大神　愛梨菜 金文 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 3年 女
大川　玲奈 蜀素帖 広島県 広島県立可部高等学校 3年 女
大坂　まどか 蘭亭序 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 1年 女
大島　菜々恵 孟法師碑 新潟県 新潟県立新井高等学校 3年 女
大城　千尋 楊峴 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年 女
太田　朱里 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
太田　沙希 毎日がスペシャル 広島県 広島県立祇園北高等学校 3年 女
大田　みき 大 福井県 福井県立嶺北養護学校 2年 女
太田　涼子 雁塔聖教序 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年 女
大竹　智恵 杜甫飲中八仙歌巻 埼玉県 武南高等学校 3年 女
大塚　麻由 集字聖教序 栃木県 栃木県立小山城南高等学校 2年 女
大富　　彩加 喪乱帖 岡山県 岡山県立和気閑谷高等学校 3年 女
大友　江里花 曹全碑 北海道 北海道登別青嶺高等学校 3年 女
大西　侑海 顔真卿 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 1年 女
大西　拓斗 麻姑仙壇記 北海道 北海道旭川西高等学校 2年 男
大西　李奈 十七帖 香川県 香川県立琴平高等学校 3年 女
大畑　楓奈 居延漢簡 広島県 広島県立祇園北高等学校 2年 女
大曲　美樹 ル・ボンの言葉 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3月卒 女
大村　真琴 風信帖 静岡県 静岡県立気賀高等学校 1年 女
岡澤　慶 李白文書 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
岡島　朱里 道因法師碑 徳島県 徳島県立板野高等学校 1年 女
岡田　華澄 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 女
小形　早紀 光明皇后楽毅論 埼玉県 さいたま市立浦和南高等学校 3年 女
岡田　千尋 張瑞図飲中八仙歌巻 東京都 大東文化大学第一高等学校 3年 女
尾方　真歩 曹全碑 大分県 大分県立日田高等学校 3年 女
岡田　美瑛 石門頌 埼玉県 埼玉県立久喜高等学校 3年 女
尾形　有理 書譜 千葉県 千葉県立富里高等学校 3年 女
岡村　亜祐実 楽毅論 静岡県 静岡県立静岡東高等学校 3年 女
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岡本　詩織 張猛龍碑 香川県 香川県立小豆島高等学校 2年 女
岡本　壮生 夜雪有佳趣 東京都 巣鴨高等学校 3年 男
岡本　雅広 高野切第三種 岡山県 岡山県立岡山工業高等学校 2年 男
岡本　凌太郎 曹全碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 男
小川　真由 天高気清 兵庫県 神戸市立須磨翔風高等学校 3年 女
沖田　くるみ 伊都内親王願文 北海道 北海道旭川南高校 2年 女
小熊　理央 曹全碑 新潟県 中越学園中越高等学校 2年 男
尾崎　遥加 木簡 東京都 佼成学園女子高等学校 3年 女
小山内　麗奈 西園雅詩 神奈川県 向上高等学校 3年 女
小澤　茉歩 重之集 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 3年 女
押野　加奈 張猛龍碑 山形県 山形県立酒田西高等学校 3年 女
小田　　優希 永和九年歳在 静岡県 静岡県立金谷高等学校 2年 女
織田　亜美 蜀素帖 広島県 広島県立熊野高等学校 3年 女
小野　美知瑠 九成宮醴泉銘 山形県 山形県立寒河江高等学校 1年 女
小野田　理沙 書譜 岡山県 岡山県立瀬戸高等学校 2年 女
小野塚　みのり 爨宝子碑 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年 女
小野寺　七海 中務集 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 3年 女
於保　彩音 牛橛造像記 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 1年 女
尾本　実春 邑師僧智元乱等列名 大分県 大分高等学校 1年 女
小山　茉冬 雁塔聖教序 福島県 福島県立郡山東高等学校 2年 女
柿原　早希 小倉百人一首より一首 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
覚張　瑞穂 張猛龍碑 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年 女
角本　全 雁塔聖教序 福井県 福井県立敦賀高等学校 1年 女
影山　莉緒 曹全碑 福島県 福島県立郡山東高等学校 2年 女
笠井　優 鄭羲下碑 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年 女
梶原　早也香 中務集 鹿児島県 野田女子高等学校 2年 女
片平　日菜 楽毅論 千葉県 千葉県立富里高等学校 1年 女
桂　那月 長恨歌より 栃木県 栃木県立上三川高等学校 3年 女
角倉　早希乃 乙瑛碑 埼玉県 本庄第一高等学校 1年 女
角倉　有希乃 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 女
門田　唯 始平公造像記 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 女
金子　祥子 与謝野晶子の歌 福岡県 福岡県立早良高等学校 2年 女
金子　千裕 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
金子　菜摘 曹全碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 女
金子　未来 杜甫飲中八仙歌巻 埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 3年 女
加納　真梨子 金文 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年 女
家納　美夏 張猛龍碑 新潟県 中越学園中越高等学校 3年 女
亀山　由里菜 木簡 広島県 広島県立熊野高等学校 3年 女
茅野　真梨絵 孫秋生造像記 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
河内　大樹 曹全碑 新潟県 中越学園中越高等学校 2年 男
川﨑　彩加 蘭亭序 高知県 高知学芸高等学校 2年 女
川?　珠怜 祭姪文稿 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年 女
川島　萌子 風が吹いている 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
川嶋　里奈 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
川副　夏美 九成宮醴泉銘 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 2年 女
川畑　結愛 針切 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 3年 女
川原　千穂 木簡 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
河原　隼人 升色紙 神奈川県 川崎市立高津高等学校 2年 男
川辺　有紗 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
川村　優果 高野切第三種 埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 3年 女
菅野　燈 松風閣詩巻 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 女
神橋　知佳 報効を図ら俾めよ 兵庫県 東洋大学附属姫路高等学校 2年 女
神部　優知花 神龍半印本蘭亭序 埼玉県 埼玉県立児玉高等学校 3月卒 女
菊地　ゆり 書譜 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 女
菊地　莉緒 張遷碑 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年 女
木﨑　友梨 木簡 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年 女
岸川　理紗 屏風土代より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
木島　奈々美 玄妙観重修三門記 千葉県 千葉県立土気高等学校 1年 女
岸本　茜 争坐位文稿 大分県 大分高等学校 3年 女
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北岡　佳香 喪乱帖 徳島県 徳島県立城ノ内高等学校 3年 女
北川　統子 牛橛造像記 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2年 女
北田　愛唯 王鐸行書五律五首巻 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 2年 女
木戸　ひかる 古今和歌集より一首 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
城戸　涼 高野切第一種 大阪府 大阪府立東住吉高等学校 2年 男
紀　若奈 中務集 山形県 山形県立酒田西高等学校 3月卒 女
木下　夏希 九成宮醴泉銘 大分県 大分県立日田高等学校 2年 女
金　紗羅 金農 東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 3年 女
木村　爽 伊東静雄夕の海 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 3年 女
木村　采由理 嵯峨天皇李嶠雑詠残巻 東京都 東京都立小松川高等学校 3年 女
木村　知沙 顔氏家廟碑 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年 女
喜村　奈々瀬 敦煌漢簡 鹿児島県 鹿児島県立古仁屋高等学校 3年 女
木村　美貴 始平公造像記 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 1年 女
木村　萌乃 こいのぼり 京都府 花園中学高等学校 1年 女
木村　有利 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 1年 女
清田　智美 虞美人 福岡県 福岡県立香椎高等学校 2年 女
切替　直哉 鄭羲下碑 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年 男
久家　真実 乙瑛碑 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 女
日下　茜 蘭亭序 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 3年 女
草薙　由愛 伊都内親王願文 広島県 広島市立基町高等学校 3年 女
具志　圭一朗 感遼事作六首巻 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 3年 男
楠　美幸 王鐸 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 3年 女
楠本　里歌 皇甫誕碑 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 1年 女
工藤　未歩 呉昌碩石鼓文 岩手県 岩手県立一戸高等学校 2年 女
國岡　綾 風信帖 熊本県 九州学院中学校・高等学校 2年 女
久保　京加 蘭亭序 高知県 土佐女子高等学校 1年 女
久保　翔太郎 始平公造像記 鹿児島県 鹿児島県立吹上高等学校 1年 男
窪田　日向子 牛橛造像記 高知県 土佐女子高等学校 1年 女
熊谷　奈美 屏風土代 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
熊倉　美穂 顔勤礼碑 栃木県 国学院大学栃木高等学校 2年 女
隈元　未来 楊峴 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
久米　瞳子 蘭亭序 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
公文　弘悠 始平公造像記 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 男
栗林　優華子 針切 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
栗山　莉奈 王鐸 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
紅林　　瑠亜 萬古清風 静岡県 静岡県立金谷高等学校 3年 女
黒川　悠加 中務集 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 3年 女
黒木　麻琴 道因法師碑 広島県 広島県立熊野高等学校 1年 女
黒田　春菜 暗水流花径 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校 1年 女
黒田　瑞希 馬王堆帛書 福岡県 福岡県立三池高等学校 3年 女
桑原　千華 傅山 鹿児島県 鹿児島県立枕崎髙等学校 2年 女
河野　夏樹 集字聖教序 香川県 香川県立琴平高等学校 2年 女
郷野　真彩 蜀素帖 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 2年 女
古賀　　桃子 灌頂記 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 2年 女
小木曽　香純 古今和歌集巻第五 岐阜県 岐阜県立多治見高等学校 2年 女
小久保　悠里 伊都内親王願文 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 3年 女
児玉　佳奈 九成宮醴泉銘 広島県 広島県立安芸高等学校 3年 女
後藤　界 木簡 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 3年 男
後藤　知美 思道詩 大分県 大分高等学校 3年 女
後藤　美砂 張猛龍碑 山梨県 富士学苑高等学校 2年 女
後藤　ゆい 比丘道匠造像六區記 静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 2年 女
小西　菜月 針切 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
小畠　遥香 顔勤礼碑 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
小濵　萌夏 始平公造像記 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年 女
小林　恭子 呉昌碩石鼓文 静岡県 浜松学芸高等学校 2年 女
小林　滉大 張衡霊憲 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 男
小林　珠奈 論経書詩 新潟県 新潟県立三条東高等学校 3年 女
小林　真歩 曹全碑 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 1年 女
小林　碧 褚遂良楷書千字文 新潟県 新潟県立新井高等学校 2年 女
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小林　恵美 中納言朝忠の歌 秋田県 秋田県立大曲高等学校 3年 女
小林　廉 雁塔聖教序 大分県 大分高等学校 2年 男
小林　和可奈 木簡 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年 女
小松　慧美 伊都内親王願文 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
小松原　果南 王鐸 岩手県 岩手県立一関第二高等学校 3年 女
小湊　美晴 曹全碑 鹿児島県 鹿児島県立枕崎髙等学校 2年 女
小室　ちひろ 木簡 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 3年 女
小休　春菜 石鼓文 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
小山　加乃 争座位文稿 岡山県 岡山芳泉高等学校 2年 女
近藤　健吾 張遷碑 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 3年 男
近藤　倖基 張猛龍碑 東京都 大東文化大学第一高等学校 2年 男
齊藤　明奈 行草山谷題跋語四屏 千葉県 千葉県立土気高等学校 1年 女
齊藤　伽奈 始平公像造記 熊本県 熊本県立第一髙等学校 3年 女
齋藤　真妃 蜀素帖 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年 女
斉藤　瑞姫 曹全碑 北海道 北海道浦河高等学校 1年 女
酒井　聖矢 十七帖 岡山県 岡山芳泉高等学校 3年 男
堺　晴香 春宿左省 福岡県 福岡県立香椎高等学校 3年 女
寒河江　駿介 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 男
坂口　遥 始平公造像記 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
坂田　亜美 蘭亭序 栃木県 国学院大学栃木高等学校 1年 女
盛谷　優華 孫秋生造像記 広島県 広島県立日彰館高等学校 3年 女
坂西　由衣 枯樹賦 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年 女
坂本　美空 牛橛造像記 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
酒寄　真歩 牛橛造像記 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 1年 女
相楽　日奈子 福島の空 福島県 日本大学東北高等学校 2年 女
佐久間　麻絵 蘭亭序 福島県 福島県立郡山東高等学校 2年 女
櫻井　優 曹全碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 男
櫻田　真彩 関戸本古今集 岡山県 明誠学院高等学校 1年 女
迫　涼香 鄭羲下碑 広島県 広島市立基町高等学校 2年 女
笹　美咲 王献之尺牘集 徳島県 徳島県立徳島北高等学校 2年 女
佐々木　彩乃 孔子廟堂碑 広島県 広島県立五日市高等学校 1年 女
佐々木　俊哉 集王聖教序 秋田県 秋田県立大曲高等学校 2年 男
佐々木　聖華 孫秋生造像記 秋田県 秋田県立大曲高等学校 2年 女
佐々木　千寿瑠 魏霊造像記 岩手県 岩手県立宮古商業高等学校 3年 女
佐々木　海優 九成宮醴泉銘 兵庫県 兵庫県立三田西陵高等学校 3年 女
佐竹　伽寿真 乙瑛碑 山形県 山形県立寒河江高等学校 1年 男
里石　未来 枯樹賦 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
佐藤　愛由美 伊都内親王願文 千葉県 千葉県立四街道高等学校 3年 女
佐藤　有紗 香紙切 新潟県 新潟県立新津高等学校 3年 女
佐藤　静香 雁塔聖教序 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
佐藤　尚佳 天楽 宮城県 宮城県白石高等学校 2年 女
佐藤　遥香 書譜 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年 女
佐藤　春菜 本阿弥切 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 3年 女
佐藤　帆夏 黄州寒食詩巻 山形県 山形県立酒田西高等学校 3年 女
佐藤　麻畝 孔子廟堂碑 神奈川県 川崎市立高津高等学校 1年 女
佐野　秀華 雁塔聖教序 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
佐野　成美 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 女
佐野　瑞恵 赤壁賦 神奈川県 川崎市立橘高等学校 2年 女
猿渡　結実 漢詩 福岡県 福岡県立三池高等学校 3年 女
澤　友香里 史晨碑 滋賀県 滋賀県立甲西高等学校 1年 女
澤登　理奈 張文光詩 山梨県 山梨県立塩山高等学校 2年 女
澤村　保奈美 金冬心 滋賀県 滋賀県立八日市高等学校 2年 女
塩原　実友 万葉集の歌 東京都 瀧野川女子学園高等学校 3年 女
塩見　茉里恵 集字聖教序 岡山県 岡山県立瀬戸高等学校 3年 女
宍戸　千夏 曹全碑 福島県 福島県立福島明成高等学校 2年 女
志田　晴花 呉昌碩七言絶句幅 東京都 佼成学園女子高等学校 3年 女
篠塚　麗香 居延木簡 千葉県 幕張総合高等学校 3月卒 女
芝﨑　智鶴 鄭文公下碑 北海道 北海道恵庭南高等学校 2年 女
柴﨑　理与 呉熙載 埼玉県 本庄東高等学校 2年 女
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柴田　真裕子 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
渋木　康佑 針切 鹿児島県 鹿児島県立出水工業高等学校 2年 男
渋谷　舞 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 1年 女
志摩　涼香 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立越ヶ谷高等学校 1年 女
島倉　舞 牛橛造像記 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年 女
島田　萌々香 書雁塔聖教序 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 1年 女
島野　美衣 曹全碑 東京都 東京都立小松川高等学校 2年 女
清水　紀琳 集字聖教序 岡山県 岡山県立笠岡高等学校 1年 女
清水　小波 一条摂政集 広島県 広島県立海田高等学校 2年 女
清水　理央 開通褒斜道刻石 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年 女
下田　千結莉 牛橛造像記 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 1年 女
住所　高志 後赤壁賦 兵庫県 兵庫県立赤穂高等学校 2年 男
荘司　彩香 関戸本古今集 大阪府 大阪府立東住吉高等学校 2年 女
白井　あゆみ 孔子廟堂碑 千葉県 千葉県立君津商業高等学校 1年 女
白井　佑奈 王鐸 東京都 板橋有徳高等学校 2年 女
白石　賀子 魏霊蔵造像記 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
陣田　優美 九成宮醴泉銘 千葉県 千葉県立八千代東高等学校 1年 女
進藤　美保 書譜 秋田県 秋田県立大曲高等学校 3年 女
新畑　菜美 王鐸行草書 岩手県 岩手県立福岡高等学校 2年 女
末永　浩幸 雨 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年 男
末吉　陽菜 伊都内親王願文 千葉県 千葉県立大多喜高等学校 2年 女
杉野　美羽 泰山刻石 千葉県 千葉県立八千代東高等学校 2年 女
杉原　有咲 蘭亭序 埼玉県 武南高等学校 3年 女
杉本　紗弥花 玄秘塔碑唐柳公権 福井県 福井県立藤島高等学校 1年 女
鈴木　藍子 曹全碑 新潟県 中越学園中越高等学校 2年 女
鈴木　郁 中務集 宮城県 宮城県石巻高等学校 3年 女
鈴木　健太 蘭亭序 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 男
鈴木　彩瑛 松風閣詩巻 高知県 高知県立高知西高等学校 3年 女
鈴木　千尋 墓誌名集 岩手県 岩手県立宮古高等学校 3年 女
鈴木　華 西狭頌 北海道 札幌新陽高等学校 3年 女
鈴木　蘭 孔子廟堂碑 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 1年 女
関向　美月 九成宮醴泉銘 神奈川県 神奈川県立城山高等学校 3月卒 女
関谷　美乃里 李嶠雑詠 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年 女
瀬田川　響 高野切第三種 秋田県 秋田県立大曲高等学校 3年 女
園田　映美音 争坐位稿 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
園田　恵理 建中告身帖 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
平　吉陽 曹全碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 男
高岡　愛 真草千字文 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年 女
高岡　美有 書賢愚経 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 2年 女
髙木　菜央 百人一首より五首 徳島県 徳島市立高等学校 3年 女
高重　仁美 雁塔聖教序 香川県 香川県立高松北高等学校 2年 女
髙田　幸奈 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 1年 女
髙橋　恵里奈 始平公造像記 埼玉県 本庄第一高等学校 2年 女
髙橋　成樹 始平公造像記 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 男
高橋　日和 大河 愛媛県 愛媛県立東温高等学校 1年 女
髙橋　美咲 光明皇后楽毅論 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 3月卒 女
高橋　美穂 趙之謙 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
髙橋　芽生 牛橛造像記 山形県 山形県立寒河江高等学校 1年 女
高橋　里佳 張瑞圖行草書 岩手県 岩手県立福岡高等学校 2年 女
髙橋　恋菜 祭姪稿 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年 女
髙峰　沙苗 開通褒斜道刻石 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年 女
高宮　綾香 光明皇后楽毅論 富山県 富山県立呉羽高等学校 2年 女
田口　翔子 曹全碑 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
竹井　茉未 建中告身帖 新潟県 新潟県立三条東高等学校 1年 女
竹内　悠人 蘭亭序 埼玉県 本庄東高等学校 1年 男
竹上　桜 関戸本古今集 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 2年 女
竹崎　眞子 爨宝子碑 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
竹之内　菜美 草書千字文 広島県 広島県立安芸高等学校 3年 女
武村　彩花里 建中告身帖 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2年 女
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竹山　魁人 九成宮醴泉銘 神奈川県 神奈川県立白山高等学校 1年 男
田澤　美乃里 王鐸 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 2年 女
田代　菜奈美 王鐸 佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 2年 女
田瀬　楓 石門頌 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年 女
多田　つかさ 曹全碑 福井県 仁愛女子高等学校 2年 女
立本　理紗 石鼓文 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 3年 女
辰巳　藍子 九成宮醴泉銘 神奈川県 神奈川県立藤沢清流高等学校 1年 女
巽　友里恵 孔子廟堂碑 大阪府 つるの書道教室 2年 女
舘下　智子 宋拓多寶塔碑 岩手県 岩手県立宮古高等学校 1年 女
田中　　有紗 寸松庵色紙 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
田中　理沙子 喪乱帖 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年 女
田中　凜子 牛橛造像記 広島県 広島県立五日市高等学校 1年 女
田辺　真夕 隷書立幅 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年 女
谷　小雪 微風 岡山県 おかやま山陽高等学校 2年 女
谷口　紅音 九成宮醴泉銘 大阪府 大阪女子短期大学高等学校 2年 女
谷口　優実 何紹基 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 3年 女
谷本　裕里子 多宝塔碑 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年 女
田原　さくら 伊都内親王願文 佐賀県 佐賀県立伊万里高等学校 3年 女
玉置　史織 楽毅論 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年 女
田村　朱里 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 2年 女
田村　唯 顔勤礼碑 新潟県 新潟県立巻高等学校 2年 女
丹野　麻紘 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 女
千葉　明美 王鐸 岩手県 岩手県立千厩高等学校 3月卒 女
血原　萌華 漢仲長統樂志論の一部 福井県 仁愛女子高等学校 3年 女
辻　沙耶加 建中告身帖 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
土田　かおり 徐三庚天發神讖碑 埼玉県 本庄第一高等学校 3年 女
土田　瑞季 黄州寒食詩巻 広島県 広島県立五日市高等学校 2年 女
土屋　円香 鄭羲下碑 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 2年 女
土屋　友佳 蓬莱切 埼玉県 埼玉県立児玉高等学校 2年 女
土屋　里菜 魏霊蔵薛法紹造像記 広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年 女
堤　拓斗 李僑詩 埼玉県 埼玉県立松山高等学校 3年 男
坪井　美佳 皇甫誕碑 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
積木　ゆかり 光孝天皇の歌 三重県 三重県立相可高等学校 3年 女
津行　愛未 邑師僧智元乱等列名 大分県 大分高等学校 1年 女
鶴　彩花 呉昌碩印模刻 神奈川県 向上高等学校 2年 女
津留﨑　公美 楊峴 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
靏田　麻稀 牛橛造像記 福岡県 福岡市立福岡西陵高等学校 2年 女
出口　裕大 曹全碑 奈良県 奈良県立奈良髙等学校 2年 男
寺川　明李 後拾遺和歌集より一首 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年 女
寺西　直希 美人董氏墓誌銘 大阪府 大阪府立東住吉高等学校 2年 男
照井　彩花 礼器碑 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年 女
照田　美里 自書告身 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年 女
土井　悠希 灌頂歴名 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 女
藤稿　光 花鳥風月 徳島県 徳島県立城東高等学校 1年 女
遠山　颯希 一条摂政集 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
德島　沙璃菜 久隔帖より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
徳永　晴香 集字聖教序より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
徳前　郁恵 多宝塔碑 徳島県 徳島県立板野高等学校 1年 女
徳村　友香 緑浄春深 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2年 女
冨谷　まどか 七言古詩幅 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 1年 女
中居　純香 建中告身帖 北海道 北海道恵庭南高等学校 2年 女
中居　千尋 一条摂政集 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年 女
長井　萌乃 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
長尾　美香 楽毅論 岡山県 岡山県立瀬戸高等学校 2年 女
中神　優奈 争坐位文稿 愛知県 藤ノ花女子高等学校 2年 女
中川　知奈美 米芾苕溪詩巻 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
中川　実紅 鄭義下碑 千葉県 千葉県立富里高等学校 3年 女
中川　湧輝 薦季直表 熊本県 九州学院中学校・高等学校 3年 男
中川　稚菜 張猛龍碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 3年 女
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長崎　里菜 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 女
中里　友紀 魏霊蔵造像記 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 2年 女
中島　総司 曹全碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 男
中島　実乃里 孔子廟堂碑 埼玉県 本庄東高等学校 1年 女
永田　早織 屏風土代 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
中田　七瑚 関戸本古今集 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
中西　彩香 本阿弥 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
長沼　夏帆 真草千字文 岩手県 岩手県立高田高等学校 3年 女
長沼　遥 粘葉本和漢朗詠集 神奈川県 川崎市立橘高等学校 2年 女
中野　友梨香 解伯達造像記 佐賀県 佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 3年 女
中野　遥菜 牛橛造像記 香川県 香川県立高松北高等学校 2年 女
中野　優香・優水 礼器碑 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年 女
中野　優奈 書 愛媛県 愛媛県立大洲高等学校 2年 女
中原　瑛恵 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 1年 女
中原　真唯 楊淮表紀 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年 女
中村　恵里花 建中告身帖 福岡県 福岡県立三池高等学校 2年 女
中村　奈々香 小島切 熊本県 熊本県立第一髙等学校 2年 女
中村　帆香 黄山谷 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
仲村　真里奈 雁塔聖教序 千葉県 志学館高等部 2年 女
中村　有乃 雁塔聖教序 福井県 福井県立敦賀高等学校 1年 女
中本　はるか 九成宮醴泉銘 広島県 広島県立竹原高等学校 1年 女
中屋敷　里菜 鏡よ鏡 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 2年 女
中山　花瑛 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 女
南雲　菜々 書譜 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年 女
名島　理紗 顔氏家廟碑 広島県 広島県立五日市高等学校 1年 女
那須　彩乃 中務集 岡山県 明誠学院高等学校 2年 女
成澤　里奈 青空 宮城県 宮城県涌谷高等学校 3年 女
仁尾　梨紗子 粘葉本和漢朗詠集 徳島県 徳島県立鳴門高等学校 3年 女
西　千枝里 荷風送香気 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校 1年 女
西尾　陵 曹全碑 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 2年 男
仁科　千佳 中務集 福岡県 福岡県立城南高等学校 2年 女
西野　太貴 木簡 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年 男
西野　春菜 爨宝子碑 新潟県 新潟県立十日町高等学校 3年 女
西野　結菜 富嶽百景 静岡県 静岡県立榛原高等学校 1年 女
西部　智美 曼殊院本古今集 広島県 広島県立忠海高等学校 3年 女
西村　美穂 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立与野高等学校 1年 女
丹生　菜都美 祭姪文稿 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
丹羽　雅也 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 男
布川　光程 鄭羲下碑 山形県 山形県立寒河江高等学校 1年 女
根岸　朋香 王獻之尺讀 埼玉県 埼玉県立児玉高等学校 2年 女
野井　彩峰 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立川越女子高等学校 1年 女
野口　絢寧 高貞碑 北海道 北海道恵庭南高等学校 2年 女
野崎　侑 石門頌 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
野澤　珠乃 傅山 千葉県 千葉県立船橋豊富高等学校 3年 女
野田　紗代 針切 福岡県 八女学院高等学校 1年 女
野田　祥子 風信帖 福島県 福島県立福島高等学校 2年 女
野中　愛梨 曹全碑 佐賀県 佐賀県立唐津西高等学校 3年 女
野中　美希・希仙 石鼓文四屏 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年 女
野原　愛梨 孔子廟堂碑 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 1年 女
野原　夢乃 開通褒斜道刻石 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 2年 女
延　胡桃 雁塔聖教序 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
野元　菜未 金農 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 2年 女
野呂田　瑞穂 喪乱帖 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年 女
萩下　愛彩 温泉銘 富山県 富山県立高岡高等学校 1年 女
橋本　育実 木簡 高知県 高知県立高知西高等学校 3年 女
長谷川　佳奈 中山王サク鼎 三重県 三重県立津高等学校 3年 女
畠　成美 伊都内親王願文 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 3年 女
畠山　実佳 王鐸 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 女
波多野　帆香 雁塔聖教序 静岡県 静岡県立静岡城北高等学校 3年 女
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馬場　優花 賢愚経 広島県 広島市立基町高等学校 2年 女
濱田　麻央 魏霊蔵造像記 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
濵野　晶帆 史晨碑 佐賀県 佐賀清和高等学校 2年 女
林　礼子 鼓腹撃壌 富山県 富山県立呉羽高等学校 3年 女
林　かおる 道因法師碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年 女
林　采実 張猛龍碑 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年 女
林　早紀 九成宮醴泉銘 香川県 香川県立琴平高等学校 3年 女
林　桃子 蘭亭序 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
林　澪亜 不動心 静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 1年 女
林山　真子 爨寶子碑書 兵庫県 兵庫県立三田西陵高等学校 3年 女
原島　沙里菜 牛橛造像記 福岡県 八女学院高等学校 2年 女
原田　佳奈 建中告身帖 佐賀県 佐賀県立小城高等学校 3年 女
原田　朋枝 北魏の書 神奈川県 川崎市立商業高等学校 1年 女
春田　沙耶 低頭思故郷 鹿児島県 鹿児島県立加治木高等学校 1年 女
板東　沙代子 牛橛造象記 徳島県 徳島県立城東高等学校 2年 女
樋口　苑華 蘭亭序 熊本県 九州学院中学校・高等学校 3年 女
樋口　朋珠 北原白秋の詩 岐阜県 岐阜県立岐阜商業高等学校 2年 女
樋口　実央 石鼓文 新潟県 新潟県立十日町高等学校 2年 女
彦坂　典子 魏霊蔵造像記 神奈川県 川崎市立高津高等学校 2年 女
久山　沙奈 孔子廟堂碑 広島県 広島県立可部高等学校 1年 女
ピッツ　キーリ　愛実 石鼓文 千葉県 千葉県立八千代東高等学校 2年 女
一ツ松　朱梨 子規の句 徳島県 徳島県立小松島高等学校 2年 女
人見　冴香 李嶠雑詠残巻 茨城県 茨城県立水戸第二高等学校 2年 女
平井　枝里 伊都内親王願文 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
平岡　真弥 枯樹賦 新潟県 新潟県立三条東高等学校 1年 女
平岡　美紅 泉男生墓誌銘 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年 女
平賀　綾乃 苕渓詩巻 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
平田　綾音 曹全碑 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島南高等学校 2年 女
平田　桜 趙之謙 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
平田　真衣 蘭亭序 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
平野　彩夏 乙瑛碑 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 3年 女
平野　海音 微風 岡山県 おかやま山陽高等学校 2年 女
平林　みく 遠眺 熊本県 熊本県立人吉高等学校 2年 女
平山　琴晴 雁塔聖教序 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 2年 女
廣木　みどり 木簡 千葉県 志学館高等部 3年 女
深川　紗希 百人一首より一首 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年 女
深野　美雪 源氏物語絵巻 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年 女
藤井　杏圭 張猛龍碑 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 3年 女
藤井　菜緒 蜀素帖 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
藤井　万里子 木簡 広島県 広島県立福山明王台高等学校 3年 女
藤田　優依 君がため・・・ 大分県 大分高等学校 3年 女
藤田　佳花 祭姪文稿 徳島県 徳島県立徳島北高等学校 3年 女
藤野　真帆 中務集 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年 女
藤野　三奈 祭黄幾道文巻 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 2年 女
藤橋　実穂 雁塔聖教序 福井県 福井県立敦賀高等学校 1年 女
藤平　梨紗 夢 千葉県 千葉県立四街道高等学校 2年 女
藤牧　綾香 集王聖教序 富山県 富山県立高岡高等学校 1年 女
藤村　真央 自書告身 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年 女
藤元　真央 始平公造像記 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年 女
藤原　由貴 南亰韓君追惟 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 3年 女
二神　明香里 楊淮表紀 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年 女
渕上　尚也 開通褒斜道刻石 茨城県 茨城県立牛久栄進高等学校 3年 男
舩山　なおこ 伊都内親王願文 福島県 福島県立会津学鳳高等学校 3年 女
雪吹　京花 祭姪文稿 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 3年 女
古川　詠美 開通褒斜道刻石 埼玉県 埼玉県立越谷北高等学校 3年 女
細谷　朱里 晋祠銘 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 3年 女
堀　愛莉 莱子候刻石 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3月卒 女
堀合　理子 何紹基集の書 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 女
本間　蒼生 青陽随処作主 新潟県 新潟県立新潟江南高等学校 3年 男
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本間　桃華 升色紙 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 2年 女
前川　真紀 九成宮醴泉銘 奈良県 奈良県立桜井高等学校 1年 女
真榮里　志織 顔真卿謹 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 2年 女
前田　祐実 九成宮醴泉銘 岐阜県 岐阜県立多治見高等学校 2年 女
前山　優紀 牛橛造像記 広島県 広島県立呉商業高等学校 3年 女
牧　若奈 行草五言古詩巻 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 3年 女
真喜志　知世 徐三庚の書 沖縄県 沖縄県立小禄高等学校 2年 女
増田　一優 孔子廟堂碑 埼玉県 武南高等学校 1年 男
増田　千笑美 建中帖 新潟県 新潟県立十日町高等学校 1年 女
益田　真帆 杜甫詩春望 広島県 広島県立尾道北高等学校 2年 女
桝永　雅貴 薦季直表 熊本県 九州学院中学校・高等学校 3年 男
増野　果歩 九成宮醴泉銘 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
松井　沙也子 石臺孝經 埼玉県 本庄第一高等学校 2年 女
松井　稚菜 爨宝子碑 福岡県 福岡県立須恵高等学校 2年 女
松尾　咲良 張猛龍碑 千葉県 千葉県立国府台高等学校 2年 女
松岡　明那 石門頌 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
松川　令奈 九成宮醴泉銘 宮城県 宮城県石巻高等学校 3年 女
松﨑　直輝 九成宮醴泉銘 茨城県 茨城県立岩井高等学校 3年 男
松下　綾花 知徳兼備 静岡県 常葉学園高等学校 2年 女
松下　智美 時の描片Daisuke詞 北海道 北海道登別青嶺高等学校 3年 女
松下　瑞生 九成宮醴泉銘 千葉県 千葉県立富里高等学校 1年 女
松島　優衣 孔侍中帖 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 3年 女
松平　雪絵 中務集 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 2年 女
松永　遥香 自作の詩 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 2年 女
松本　彩華 ほととぎす 東京都 瀧野川女子学園高等学校 3年 女
松本　郁音 鄭羲下碑 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年 女
松本　佳奈 爨宝子碑 愛媛県 愛媛県立今治南高等学校 3年 女
松本　季夏 粘葉本和漢朗詠集 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
松本　早織 藤原家隆の歌 広島県 広島県立忠海高等学校 3年 女
松本　成美 楽毅論 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
松本　日菜子 甲骨文 北海道 北海道帯広柏葉高等学校 3年 女
松本　弥生 呉昌碩書 岩手県 岩手県立水沢高等学校 2年 女
松本　結衣 張猛龍碑 富山県 富山県立石動高等学校 3年 女
丸川　綾香 劉 三重県 三重県立相可高等学校 2年 女
丸山　優依 開通褒斜道刻石 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 2年 女
三浦　亜優 温泉銘 北海道 北海道札幌東陵高等学校 2年 女
三浦　すみれ 鄭長猷造像記 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 2年 女
三浦　真菜 爨宝子碑 富山県 富山県立富山商業高等学校 3年 女
三雲　千恵子 芭蕉の句 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年 女
御厨　まゆ・由翠 鄭羲下碑 佐賀県 佐賀清和高等学校 3年 女
水上　和花 隷書仙傅拾遺語四屏 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年 女
水島　彩香 曹全碑 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
水田　　杏佳 趙之謙 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
水瀧　一吹 針切 岐阜県 岐阜県立岐阜商業高等学校 3年 女
水谷　凌大 泰山刻石 三重県 三重県立四日市四郷高等学校 3年 男
水野　真希 集字聖教序 広島県 広島県立忠海高等学校 3年 女
水本　来美 蜀素帖 福岡県 福岡県立三池高等学校 3年 女
溝川　綾菜 篆書白氏草堂記六屏 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
溝手　友希歩 皇甫誕碑 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
光藤　愛梨 九成宮醴泉銘 愛媛県 愛媛県立今治南高等学校 1年 女
光吉　彩 集字聖教序より 佐賀県 佐賀県立致遠館高等学校 3年 女
南　愛花子 美人董氏墓誌銘 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年 女
美濃　ちひろ 賀蘭汗造象記 福岡県 西南学院高等学校 2年 女
三船　奈津海 楷書氾勝之書八屏 山形県 山形県立酒田光陵高等学校 3年 女
三松　美穂 九成宮醴泉銘 富山県 富山県立高岡西高等学校 1年 女
三村　昌美 孫秋生造像記 千葉県 千葉県立八千代東高等学校 2年 女
三宅　春風 九成宮醴泉銘 高知県 高知県立高知西高等学校 1年 女
宮崎　雄大 甲骨文 熊本県 九州学院中学校・高等学校 3年 男
宮下　紗希 元顕儁墓誌銘 新潟県 新潟県立新井高等学校 2年 女



第15回高校生国際美術展入選者名簿 書の部

16 ページ

宮地　泰一郎 澄心清意 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年
宮原　朱音 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年 女
宮前　優美 雁塔聖教序 鹿児島県 野田女子高等学校 3月卒 女
宮本　彩加 孟法師碑 熊本県 熊本県立八代清流高等学校 1年 女
宮本　真衣 張瑞図 滋賀県 滋賀県立八日市高等学校 3年 女
宮本　桃花 不知老之将至 埼玉県 埼玉県立秩父農工科学高等 1年 女
向山　依織 金農 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 2年 女
牟田　愛梨 建中告身帖 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 3年 女
宗長　千咲穂 自書告身 岡山県 岡山県立新見高等学校南校地 2年 女
村上　和匡 木簡 神奈川県 向上高等学校 3年 男
村上　志保 孔子廟堂碑 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 1年 女
村木　優唯 針切 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年 女
村口　愛莉 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
村瀬　梨紗 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
村松　由惟 黄州寒食帖跋 福岡県 福岡県立修猷館髙等学校 1年 女
村山　のぞみ 礼器碑 香川県 香川県立高松商業高等学校 3年 女
室崎　里美 伊都内親王願文 富山県 富山県立高岡高等学校 2年 女
妻鳥　真子 黄州寒食詩巻 愛媛県 愛媛県立三島高等学校 3年 女
持田　実希 李白詩 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
本宮　亜希 曹全碑 埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 3年 女
本村　毬乃 牛橛造像記 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 2年 女
元村　蓮 石門頌 東京都 東京都立小松川高等学校 3年 男
森　彩華 清楊沂孫在昔篇 三重県 三重県立四日市四郷高等学校 2年 女
森　奈生子 蘭亭序 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 2年 女
森田　瑞穂 張遷碑 埼玉県 星野高等学校 2年 女
森田　百恵 鄧石如 鹿児島県 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 2年 女
森脇　春香 居延漢簡 福岡県 福岡県立東鷹高等学校 3年 女
八重嶋　奏那 史晨碑 岩手県 岩手県立盛岡第三高等学校 2年 女
八木　千裕 閒有趣 静岡県 静岡県立焼津中央高等学校 1年 女
矢後　希皐 私擬治河議 富山県 富山県立高岡高等学校 2年 女
矢島　早織 祭姪文稿 埼玉県 埼玉県立深谷第一高等学校 3年 女
安國　来美 関戸本古今集 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
梁川　藍 曹全碑 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
柳田　美咲 陳鴻寿 鹿児島県 鹿児島純心女子高等学校 2年 女
柳瀬　希美 解伯達造像記 山形県 山形県立北村山高等学校 3年 女
矢野川　源 高知県 高知県立岡豊高等学校 3年 男
山川　夏希 知老之将至 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2年 女
八巻　怜奈 ＳＡＫＵＲＡ 宮城県 宮城県白石工業高等学校 1年 女
山口　陽佳 蘭亭序 佐賀県 佐賀県立鳥栖高等学校 1年 女
山口　茉実 行草五言律詩軸 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
山口　真弥 呉昌碩 奈良県 奈良県立桜井高等学校 3年 女
山口　美咲 相即不離 福岡県 福岡県立春日高等学校 2年 女
山口　みのり 木簡 佐賀県 佐賀県立唐津南高等学校 3年 女
山口　　雄生 曹全碑 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 男
山口　雄大 魏霊蔵造像記 三重県 三重県立津高等学校 3年 男
山崎　涼湖 天朗気清 静岡県 静岡県立金谷高等学校 1年 女
山崎　芽子 真草千字文 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年 女
山﨑　結生 寸松庵色紙 東京都 板橋有徳高等学校 3年 女
山路　ほのか 星斗寒 福岡県 福岡県立北筑高等学校 2年 女
山下　愛香 杜家立成雑書要略 福岡県 西南学院高等学校 3月卒 女
山下　航矢 雁塔聖教序 栃木県 栃木県立宇都宮高等学校 3年 男
山下　怜菜 風信帖 福岡県 福岡県立三池高等学校 3年 女
山田　英佳 祭姪文稿 高知県 土佐女子高等学校 1年 女
山田　萌 伊都内親王願文 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年 女
山田　有香 楽毅論 群馬県 群馬県立高崎工業高等学校 3年 女
山田　有花 争坐位文稿 千葉県 千葉県立富里高等学校 2年 女
山田　玲奈 顔勤礼碑 埼玉県 埼玉県立草加東高等学校 2年 女
八松　亜矢 蘭亭序 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年 女
山林　千実子 孔子廟堂碑 埼玉県 埼玉県立越谷西高等学校 1年 女
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山辺　菜々恵 何紹基 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 2年 女
山村　萌 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
山本　華菜子 礼器碑 熊本県 熊本県立第一髙等学校 3年 女
山本　遥香 趙之謙隷書張衡霊憲四屏 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年 女
山本　真梨子 蘭亭序 高知県 高知学芸高等学校 1年 女
山本　実穂 薦季直表 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3年 女
禹　華蓮 灌頂記 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 女
結城　夏穗 秦漢瓦當文 新潟県 新潟県立新潟高等学校 2年 女
弓削多　志乃 蘭亭序 埼玉県 大宮開成高等学校 1年 女
油田　珠子 徐三庚 奈良県 奈良県立桜井高等学校 2年 女
横田　菜緒 爨宝子碑 埼玉県 本庄東高等学校 3年 女
横山　一美 美人董氏墓誌銘 鹿児島県 野田女子高等学校 3年 女
横山　睦 魏霊蔵造像記 千葉県 千葉県立長生高等学校 2年 女
吉岡　サキコ 爰自所歷之國 広島県 広島県立安芸高等学校 2年 女
吉岡　桜子 源氏物語絵巻 鹿児島県 野田女子高等学校 2年 女
吉坂　有哉美 自作の詩 岐阜県 岐阜県立岐阜高等学校 2年 女
吉實　優子 金剛般若経 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年 女
吉澤　彩 曹全碑 群馬県 群馬県立伊勢崎清明高等学校 3年 女
吉田　愛理 石鼓文 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
吉田　亜生 離洛帖 北海道 北海道札幌東陵高等学校 2年 女
吉田　真桜 張瑞図感遼事作六首巻 茨城県 茨城県立下妻第二高等学校 3年 女
吉田　美尋 九成宮醴泉銘 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1年 女
吉峯　和奏 楽毅論 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年 女
吉村　ひな 牛橛造像記 神奈川県 神奈川県立市ケ尾高等学校 2年 女
米澤　萌 曹全碑 徳島県 徳島県立城東高等学校 2年 女
米村　丞史 薦季直表 熊本県 九州学院中学校・高等学校 3年 男
リム　善宏 久隔帖 栃木県 栃木県立宇都宮高等学校 3年 男
劉　美含 曹全碑 埼玉県 大宮開成高等学校 2年 女
六佐　真也子 高野切第三種 大阪府 大阪女子短期大学高等学校 2年 女
若月　真祐子 芭蕉の句 東京都 瀧野川女子学園高等学校 2年 女
若林　佑美 薦季直表 新潟県 新潟県立新潟南高等学校 3年 女
和田　祐子 礼器碑 奈良県 奈良県立奈良髙等学校 2年 女
和田　怜奈 鄭長猷造象記 北海道 北海道岩内高等学校 2年 女
渡邊　明歩 風信帖 神奈川県 神奈川県立城郷高等学校 2年 女
渡辺　愛未 蘭亭序 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年 女
渡邊　彩乃 美人董氏墓誌銘 福島県 福島県立郡山東高等学校 3年 女
渡邊　彩乃 閑雲潭影 福岡県 福岡県立鞍手高等学校 2年 女
渡邉　杏梨 曹全碑 熊本県 熊本県立第一髙等学校 2年 女
渡辺　清香 屏風土代 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3月卒 女
渡邊　さやか 蘭亭序 高知県 土佐女子高等学校 3年 女
渡辺　大智 開通褒斜道刻石 新潟県 新潟第一高等学校 2年 男
渡邉　希 鄭長猷造像記 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 3年 女
渡邉　南望 高野切第三種 静岡県 静岡県立静岡東高等学校 2年 女
渡辺　優那 九成宮醴泉銘 広島県 広島県立福山明王台高等学校 1年 女
渡邉　梨奈 多宝塔碑 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 3年 女
和田本　真夕 曹全碑 広島県 広島市立基町高等学校 3年 女

『 団体賞』

最優秀校賞
埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校

優秀校賞
福岡県 福岡県立太宰府高等学校

学校奨励賞
愛知県 愛知県立春日井西高等学校

千葉県 千葉県立富里高等学校
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