
2022年　五国の魅力 学生交流書道展 入選者名簿

小学１年生　　8名　

すずき　あやの (花谷小) すずき　まな (花谷小)
ふじむら　みゆ (緑が丘小) ながおか　ひかり (兎塚小)
よしだ　けいと (氷丘小) いとう　ふうと (氷丘小)
ふくもと　えま (米田小) おおなる　こう (大津茂小)

小学２年生　　19名　

丸山　おうた (灘小) 金森　さや (こうべ小)
とう　あき (乙木小) 井田　ゆきの (井吹西小)
はちや　みゆ (人丸小) 中ね　ひさき (賀茂小)
松尾　瑛祐 (来住小) 春名　けいと (小野小)
岩さき　早来 (緑が丘東小) さわお　はこ (緑が丘東小)
深川　あや音 (緑が丘小) 小谷　しゅん太 (大蔵小)
たかはし　りょうせい (上荘小) やました　そうし (神野小)
山本　すずは (飾磨小) 森さわ　あん (高浜小)
富永　あいか (大津茂小) 宮本　まお (河内小)
村中　さき (小宅小)

小学３年生　　21名　

西山　あ子 (稗田小) かく　文てき (雲中小)
身内　空 (山の手小) かん　千人 (神戸中華同文)
竹内　悠二 (花谷小) かとう　りん (小束山小)
髙橋　彩葉 (小束山小) 河内　はな (井吹西小)
佐藤　千紗 (小野東小) 大野　璃世 (緑が丘東小)
古川　結翔 (広谷小) 渡部　太陽 (竹田小)
齊藤　菜月 (大蔵小) 濱野　優希 (枚田小)
櫻井　じゅりあ (平岡北小) 西原　綾夏 (高砂小)
魚住　理斗 (高浜小) 江藤　想愛 (高浜小)
松本　翔真 (龍野小) 上畑　柾宗 (龍野小)
岸　義晴 (神部小)

小学４年生　　27名　

樽本　怜奈 (高羽小) 井上　萌衣 (乙木小)
永田　みのり (東垂水小) 三宅　彩友 (井吹東小)
小野　愛結奈 (東落合小) 天満　遼介 (東舞子小)
楠　凜音 (井吹の丘小) 井上　栞菜 (竹田小)
切目　悠心 (東河小) 谷田　京護 (青垣小)
愛原　めい (枚田小) 小谷　咲樹 (大蔵小)
德田　璃玖 (東河小) 越中　咲衣 (枚田小)
甲山　心咲 (市場小) 春名　モネ (小野小)
菊田　望愛 (緑が丘東小) 天羽　優生夏 (緑が丘東小)
藤本　莉緒 (天満小) 綛谷　友唯 (野口北小)
小林　由奈 (鳩里小) 青木　陽一 (氷丘小)
中小路　菜羽 (高浜小) 桂　秀平 (坊勢小)
伊藤　綾我 (神部小) 加藤　華凛 (神部小)
椿　大知 (小宅小)
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小学５年生　　28名　

田中　夏葉 (宮川小) 桑畑　杏 (成徳小)
吉岡　紗季 (西灘小) 宇久　智悠 (雲中小)
山田　亘祐 (雲中小) 竹内　元希 (花谷小)
岬　杏樹 (東落合小) 濱田　明花 (東落合小)
武貞　愛妃 (乙木小) 桑木野　里旺 (乙木小)
森谷　心咲 (舞子小) 中山　颯太 (井吹の丘小)
城　愛美 (竹の台小) 井上　玲羅 (神出小)
珍坂　優衣 (枚田小) 川見　光 (大蔵小)
上村　百合 (梁瀬小) 西垣　藍 (枚田小)
藤原　絢斗 (東河小) 吉川　知大 (竹田小)
森澤　寧々 (高浜小) 吉原　果歩 (氷丘小)
佐藤　壮眞 (小野東小) 長谷川　緩羽 (緑が丘東小)
菊田　大智 (緑が丘東小) 木曽　那芽 (兵庫県立大附属小)
奥村　ゆう那 (天満東小) 光川　虹奈 (高浜小)

小学６年生　　37名　

米本　絢音 (精道小) 上川　稀羽 (灘小)
土江　颯人 (灘小) 宗重　万梨奈 (稗田小)
馰井　咲空 (西郷小) 楊　しゅんひ (雲中小)
金森　有香 (こうべ小) 北田　悠晟 (神戸祇園小)
山田　彩寧 (神戸祇園小) 岩﨑　輝 (神戸祇園小)
西脇　有那 (鹿の子台小) 鈴木　菜月 (花谷小)
中村　宰子 (花谷小) 中村　帆乃 (小束山小)
切東　乃娃 (乙木小) 家城　拓未 (福田小)
中井　一花 (井吹の丘小) 楠　心音 (井吹の丘小)
齊藤　綾乃 (大蔵小) 川見　征也 (大蔵小)
古川　心愛 (広谷小) 田村　一駿 (梁瀬小)
佐野　元規 (梁瀬小) 揖宿　七海 (大部小)
藤原　有杏 (小野東小) 柳田　愛菜 (大部小)
水池　綾心 (小野東小) 山本　桜子 (緑が丘東小)
米田　弥央 (緑が丘小) 田村　和琴 (広野小)
平　悠真 (加古川小) 吉田　夏凛 (高浜小)
岡田　乙葉 (坊勢小) 敷谷　碧泉 (坊勢小)
上田　夏愛 (坊勢小) 中塚　美来 (揖西東小)
田口　美樹 (揖西西小)
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中学１年生　　　20名　

髙尾　弥来 (精道中) 山下　栞 (精道中)
林　芽生 (精道中) 細谷　智実 (鷹匠中)
木南　里花 (長峰中) 三國　漣 (垂水東中)
百済　圭香 (垂水東中) 仮屋　杏莉 (井吹台中)
小屋　敷琥 (和田山中) 岡　和希 (和田山中)
田路　珠璃 (和田山中) 佐々木　優芽 (和田山中)
本岡　佳奈 (緑が丘中) 三浦　凛大郎 (飾磨東中)
射場　千晶 (飾磨東中) 森山　絢音 (賢明女子学院中)
中川　和奏 (龍野西中) 觀田　ほなみ (龍野西中)
川口　由桜 (龍野西中) 荻野　杏彩 (兵庫県立大附属中)

中学２年生　　20名　

濱田　果純 (関西大北陽中) 角谷　優衣 (精道中)
桂　雪里子 (精道中) 津田　和花奈 (上野中)
上居　孝太朗 (東落合中) 冨澤　亜衣莉 (塩屋中)
田中　杏太 (垂水東中) 芦原　康二郎 (垂水東中)
堀　小夏 (神戸女学院中学部) 石田　楓 (和田山中)
河辺　琴子 (和田山中) 尾野藤　百華 (緑が丘中)
藤原　実優 (自由が丘中) 吉原　直隆 (氷丘中)
延原　舞美 (飾磨東中) 平岡　想和 (飾磨東中)
小林　あん (坊勢中) 小林　愛來 (坊勢中)
伊藤　里紗 (揖保川中) 松本　惺来 (龍野西中)

中学３年生　　20名　

羽鳥　史華 (神戸学院大附属中) 古家　実莉 (神戸女学院中学部)
野田　梨理香 (湊川中) 西脇　未結 (北神戸中)
小酒井　茜 (東落合中) 𠮷𠮷田　梨紗 (垂水東中)
中島　陽南 (和田山中) 中島　ゆうな (和田山中)
濱﨑　天音 (緑が丘中) 甲山　和奏 (小野南中)
依藤　裕佳子 (旭丘中) 石井　大貴 (旭丘中)
揖宿　雄太 (旭丘中) 中村　優月 (飾磨東中)
藤澤　友里 (加古川中) 平　遥仁 (白陵中)
峯松　愛莉 (賢明女子学院中) 平尾　咲良 (龍野西中)
溝口　未来 (新宮中) 玉田　楓 (龍野東中)
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高校１年生　　8名　　

西川　智華 (親和女子高) 代谷　優奈 (御影高)
森口　ともみ (神戸甲北高) 出口　瑠愛 (芦屋高)
真弓　さら (香寺高) 陰山　香凛 (社高)
松岡　夏帆 (姫路東高) 竹下　弥穂 (加古川東高)

高校２年生　　8名　　

近藤　ひなの (芦屋学園高) 小林　愛奈 (芦屋高)
西澤　瑠花 (八鹿高) 藤沢　希 (生野高)
永田　愛和 (西脇高) 福井　咲希 (西脇高)
大西　若葉 (三木高) 船引　郁実 (加古川東高)

高校３年生　　6名　　

岩谷　はなか (和田山高) 羽鳥　由夏 (武庫川女子大附属高)
鷲尾　光 (加古川東高) 安田　藍奈 (姫路北高)
羽根岡　希華 (香寺高) 野妻　綾 (芦屋高)

大学生・専門学校生　　5名

三角　昇司 (兵庫県立大院 1年) 常峰　梨乃 (神戸常盤大 1年)
溝口　遥 (流通科学大 1年) 山野　智大 (国立徳島大 2年)
屋田　美空 (武庫川女子大 2年)

以上　226名
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