
2021年　五国の魅力 学生交流書道展 入選者名簿

小学１年生　　13名　

おうさか　りょう (灘小) かなもり　さや (こうべ小)
山田　かずは (神戸祇園小) おかむら　じゅんき (神の谷小)
い田　ゆきの (井吹西小) 小たに　しゅんた (大蔵小)
はるな　けいと (小野小) まつお　えいすけ (来住小)
うまかつ　さゆな (緑が丘小) いしばし　かんな (緑が丘東小)
たかはし　りょうせい (上荘小) とみなが　あいか (大津茂小)
にしだ　あすか (揖西西小)

小学２年生　　22名　

中村　みゆ (灘小) まえ田　ひなた (山の手小)
みうち　そら (山の手小) 本多　あやね (こうべ小)
かん　千人 (神戸中華同文) 畠山　かんな (夢野の丘小)
たかはし　あやは (小束山小) こうの　みお (井吹東小)
はまの　ゆうき (枚田小) 古川　ゆいと (広谷小)
ふじわら　そうき (小野東小) ふなはし　花音 (小野東小)
岡田　圭叶 (大部小) とくら　めい (来住小)
石谷　ゆ月 (緑が丘東小) 三村　ふうか (小束山小)
せん田　さな (井吹東小) えとう　そよな (高浜小)
松本　とうま (龍野小) 寺田　しき (半田小)
金田　しょうま (神部小) 山本　ゆづき (双葉小)

小学３年生　　23名　

たる本　れな (高羽小) 花牟禮　果穂 (西郷小)
林　多多 (神戸中華同文小) 小野　愛結奈 (東落合小)
黒田　あきや (福田小) 井上　めい (乙木小)
片上　永茉由 (井吹西小) 松田　明咲 (清水小)
吉盛　光咲 (大蔵小) 越中　咲衣 (枚田小)
多鹿　未桜 (小野東小) 春名　モネ (小野小)
松田　咲那 (小野小) 甲山　心咲 (市場小)
佐伯　栞大朗 (大部小) 松尾　侑芽 (来住小)
新川　愛心 (大部小) 天羽　優生夏 (緑ヶ丘東小)
上田　莉愛 (平岡小) 川光　音寧 (平岡小)
小川　雫 (高浜小) 中塚　大翔 (揖西東小)
伊田　修翔 (神部小)
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小学４年生　　22名　

桑畑　杏 (成徳小) 大槻　ゆい (雲中小)
宇久　智悠 (雲中小) 長田　楓夏 (雲中小)
身内　海 (山の手小) 城　愛美 (竹の台小)
髙橋　みのり (魚住小) 田中　倫花 (大蔵小)
長田　千尋 (高浜小) 佐藤　壮眞 (小野東小)
増田　有良 (小野小) 伊藤　遥希 (小野小)
片山　悠乃 (大部小) 井上　俐羅 (神出小)
井上　玲羅 (神出小) 山本　彩花 (坊勢小)
荒木　乃愛 (坊勢小) 上畑　桐吾 (龍野小)
田㞍　真緒 (龍野小) 飯田　貴子 (龍野小)
髙曽　羽衣子 (河内小) 吉田　琴音 (神部小)

小学５年生　　25名　

土居　可奈子 (六甲小) 平野　瑞花 (六甲小)
上川　稀羽 (灘小) 楊　しゅんき (雲中小)
金森　有香 (こうべ小) 曹　芸馨 (神戸中華同文)
中村　宰子 (花谷小) 鈴木　菜月 (花谷小)
原　美樹 (東落合小) 中尾　彩乃 (竹の台小)
藤村　知聡 (井吹東小) 篠木　翔大 (糸井小)
夜久　真叶 (東河小) 高階　愛理 (枚田小)
代谷　優衣 (高羽小) 水池　綾心 (小野東小)
松田　茉帆 (小野小) 柳田　愛菜 (大部小)
園田　綺空麗 (緑が丘東小) 吉田　夏凛 (高浜小)
敷谷　碧泉 (坊勢小) 木南　莉杏 (龍野小)
平尾　美波 (龍野小) 中塚　美来 (揖西東小)
三木　開路 (揖西西小)

小学６年生　　22名　

西尾　萌優 (宮川小) 有田　晴 (山の手小)
野村　幸穂 (小束山小) 汐碇　こなつ (花谷小)
鎗場　未琴 (井吹の丘小) 李　賢臣 (井吹西小)
山本　祐羽 (糸井小) 木下　裕哉 (梁瀬小)
小屋敷　虹那 (枚田小) 藤井　樹奈 (枚田小)
石田　杏 (枚田小) 都倉　理乃 (来住小)
河島　優羽 (大部小) 溝上　斗希 (大部小)
星村　奏 (緑が丘東小) 角田　累菜 (高浜小)
大野　琴美 (坊勢小) 藤木　杏 (東栗栖小)
辻本　芽衣 (東栗栖小) 川口　由桜 (揖西西小)
荻野　杏彩 (神部小) 圓尾　明日香 (神部小)
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中学１年生　　　24名　

加藤　璃子 (京都共栄学園中) 碇　くるみ (精道中)
桂　雪里子 (精道中) 小嶋　裕菜 (井吹台中)
桂　舞桜 (井吹台中) 笹尾　美彩貴 (旭丘中)
伊藤　碧 (小野中) 佐藤　彰 (小野中)
藤原　実優 (自由が丘中) 尾野藤　百華 (緑が丘中)
半澤　春奈 (緑が丘中) 夜久　実月 (梁瀬中)
大前　瑛勢 (神吉中) 船引　実里 (浜の宮中)
平岡　想和 (飾磨東中) 三砂　和泉 (飾磨東中)
酒井　結月 (飾磨東中) 小林　愛來 (坊勢中)
小林　あん (坊勢中) 伊藤　里紗 (揖保川中)
児島　凪咲 (揖保川中) 田代　縁 (揖保川中)
田中　李奈 (揖保川中) 渡辺　侑生 (龍野西中)

中学２年生　　25名　

狩野　悠南 (神戸女学院中) 佐藤　航太 (神戸大附中教)
土居　未日子 (長峰中) 内河　美紅 (親和中)
羽鳥　史華 (神戸学院大附中) 小酒井　茜 (東落合中)
西脇　未結 (北神戸中) 石井　大貴 (旭丘中)
依藤　裕佳子 (旭丘中) 宮先　里奈 (小野中)
岡田　拓己 (小野南中) 新保　雄大 (緑が丘中)
濱﨑　天音 (緑が丘中) 山本　しおり (緑が丘中)
前中　優羽 (氷丘中) 筒井　琉生 (加古川中)
吉岡　歩美 (加古川中) 平　遥仁 (白陵中)
藤本　ひかる (和田山中) 吉盛　朱莉 (和田山中)
江藤　颯羽 (飾磨東中) 黒田　彩葉 (飾磨東中)
荒木　柚穂 (坊勢中) 琴川　尚 (龍野西中)
溝口　未来 (新宮中)

中学３年生　　16名　

小前　美晴 (三田学園中) 金森　泰樹 (神戸生田中)
中谷　音葉 (啓明学院中) 中西　ひより (東落合中)
大久保　百花 (井吹台中) 鎗場　琴羽 (井吹台中)
夜久　心海 (梁瀬中) 小前　里菜 (旭丘中)
多賀　心咲 (旭丘中) 前田　莉希 (緑が丘中)
吉田　優里 (緑が丘中) 廣瀬　結子 (賢明女子学院中)
髙見　佳明 (飾磨東中) 松岡　夏帆 (飾磨東中)
大川　愛 (揖保川中) 水越　菜月 (揖保川中)
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高校１年生　　10名　　

西村　彩香 (京都共栄学園高) 豊田　靖奈 (芦屋高)
篠木　遥奈 (八鹿高) 西澤　瑠花 (八鹿高)
大西　若葉 (三木高) 大前　雄舜 (加古川西高)
松岡　来実 (姫路東高) 東田　天音 (香寺高)
池田　愛梨 (太子高) 岸　美緒 (龍野高)

高校２年生　　14名　　

羽鳥　由夏 (武庫川女子大附属高) 林　孝太朗 (御影高)
杉山　理子 (神戸高) 石井　良果 (神港橘高)
塩谷　遥香 (神港橘高) 白間　ひより (伊川谷北高)
神吉　夏実 (八鹿高) 田中　毬花 (八鹿高)
森下　吏子 (八鹿高) 岩谷　はなか (和田山高)
入江　花音 (小野高) 桑村　涼花 (西脇高)
金子　楓菜 (東洋大姫路高) 羽根岡　希華 (香寺高)

高校３年生　　10名　　

前谷　彩花 (芦屋高) 妹尾　歩南 (神港橘高)
桃津　美香 (神港橘高) 岡田　友優 (神戸山手女子高)
玉木　綺夏 (神戸高塚高) 河島　稀夏 (日ノ本学園高)
竹部　舞 (小野高) 溝口　遥 (賢明女子学院高)
松ヶ下　奈瑠羽 (太子高) 西脇　充夏 (龍野北高)

大学生・専門学校生　　4名

津高　萌子 (神戸親和女子大 4年) 大村　亮太 (甲南大学 3年)
吉川　穂風 (神戸ベルエベル専 1年) 屋田　美空 (武庫川女子大 1年)

以上　230名
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