
2023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　

小のでら　りん (山の手小) やました　あいな (神野小)
ふじ本　こう生 (緑が丘東小) とくら　みく (来住小)
中ね　すずほ (賀茂小) かつら　たいしん (坊勢小)
まえだ　ゆう (坊勢小) うえだ　ゆうき (坊勢小)
たじ　ちかほ (糸井小) たけだ　りん (神部小)
はままつ　りこ (神部小) よしだ　なみ (神部小)
なかたに　ゆな (神部小)

小学２年生　　12名　

小のでら　はな (山の手小) 合田　ゆうき (乙木小)
山田　なお (播磨西小) いまい　ちはる (加古川小)
きし本　りん (小野東小) くぼた　さゆ (市場小)
かわうち　めい (高浜小) 小林　ももか (坊勢小)
ながおか　ひかり (兎塚小) ふくとみ　せいら (竹田小)
西ざわ　由な (梁瀬小) 澁田　ここな (揖西西小)

小学３年生　　10名　

小島　えま (神戸祇園小) 逢坂　瞭 (灘小)
細川　あおい (乙木小) 藤田　琥太 (八幡小)
山野　卯嵩 (平荘小) 髙橋　遼成 (上荘小)
松尾　瑛祐 (来住小) 柏原　いろ寧 (大部小)
丸橋　千愛 (糸井小) 山本　涼葉 (飾磨小)

小学４年生　　12名　

村上　凪 (打出浜小) 内藤　結菜 (灘小)
簡　千人 (神戸中華同文) 竹田　汐里 (福田小)
伏見　陽菜 (清水小) 櫻井　じゅりあ (平岡北小)
西原　綾夏 (高砂小) 岡田　圭叶 (大部小)
古川　結翔 (広谷小) 山本　悠月 (双葉小)
松本　翔真 (龍野小) 平尾　笑琉 (龍野小)
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小学５年生　　28名　

横山　栞奈 (精道小) 花牟禮　果穂 (西郷小)
遠山　果奈 (六甲小) 井上　萌衣 (乙木小)
切東　真優 (乙木小) 永田　みのり (東垂水小)
松田　明咲 (清水小) 小松　照典 (天満小)
松村　美緒 (天満小) 岡﨑　由希子 (天満小)
平野　莉歩 (尾上小) 森　陽菜乃 (尾上小)
小林　由奈 (鳩里小) 鈴木　柚花 (緑が丘東小)
甲山　心咲 (市場小) 吉川　唯都 (高浜小)
北原　心愛 (夜久野小) 切目　悠心 (東河小)
井上　栞菜 (竹田小) 藤岡　乙葉 (竹田小)
篠木　麗玲 (糸井小) 吉盛　光咲 (大蔵小)
藤井　結華 (枚田小) 西田　優姫 (枚田小)
愛原　めい (枚田小) 伊藤　綾我 (神部小)
田渕　乃々華 (揖西西小) 森田　回 (揖西東小)

小学６年生　　32名　

小牧　夢奈 (宮川小) 中西　莉子 (宮川小)
世良　文乃 (本山第三小) 清水　はな (東灘小)
阪下　真羽 (灘小) 細谷　佳弘 (成徳小)
吉岡　紗季 (西灘小) 宇久　智悠 (雲中小)
岬　杏樹 (東落合小) 身内　海 (山の手小)
梶原　彩希 (松尾小) 佐林　叶琉 (福田小)
桑木野　里旺 (乙木小) 城　愛美 (竹の台小)
井上　玲羅 (神出小) 大辻　愛莉 (母里小)
岩崎　百那 (緑が丘東小) 髙橋　みのり (魚住小)
吉原　果歩 (氷丘小) 佐藤　壮眞 (小野東小)
角田　來菜 (高浜小) 富永　優花 (大津茂小)
上田　莉世 (坊勢小) 山本　彩花 (坊勢小)
河辺　真子 (糸井小) 清水　惺葉 (枚田小)
三浦　小梅 (枚田小) 西垣　藍 (枚田小)
筒井　愛心 (枚田小) 梅影　あれん (大蔵小)
藤原　愛夢 (竹田小) 飯田　貴子 (龍野小)
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中学１年生　　　24名　

西脇　有那 (北神戸中) 宗重　友梨奈 (啓明学院中)
楊　濬菲 (親和中) 鈴木　菜月 (東落合中)
家城　拓未 (垂水東中) 切東　乃娃 (垂水東中)
永田　優華 (稲美中) 有田　早耶香 (浜の宮中)
平　悠真 (加古川中) 柳田　愛菜 (旭丘中)
大手　大輔 (朝来中) 足立　琉真 (梁瀬中)
夜久　真叶 (和田山中) 中川　優希菜 (和田山中)
関岡　郁加 (和田山中) 松山　晃樹 (和田山中)
野中　麻央 (賢明女子学院中) 田中　綾乃 (賢明女子学院中)
江藤　詩愛 (飾磨東中) 森　芽生 (坊勢中)
上田　夏愛 (坊勢中) 木戸　花香 (兵庫県立大附属中)
木南　莉杏 (龍野西中) 田口　美樹 (龍野西中)

中学２年生　　24名　

藤村　凜音 (精道中) 林　芽生 (精道中)
庄司　心遥 (本山中) 内田　優衣 (神戸生田中)
有田　晴 (神戸生田中) 柏原　成葉 (東落合中)
汐碇　こなつ (東落合中) 小野　愛梨 (東落合中)
小岩　さくら (井吹台中) 百済　圭香 (垂水東中)
寺上　亜依莉 (近畿大附属豊岡中) 木下　裕哉 (梁瀬中)
垣尾　実子 (和田山中) 小屋敷　琥 (和田山中)
藤岡　優月 (和田山中) 千家　志登 (白陵中)
都倉　理乃 (小野南中) 柳田　紘希 (旭丘中)
佐伯　美菜 (旭丘中) 城　俊輔 (東洋大附属姫路中)
射場　千晶 (飾磨東中) 觀田　ほなみ (龍野西中)
立川　陸月 (龍野西中) 中村　百恵 (揖保川中)

中学３年生　　26名　

碇　くるみ (精道中) 上西　風逢 (甲南女子中)
根本　栞 (本山中) 植田　百葉 (鷹匠中)
津田　和花奈 (原田中) 上居　孝太朗 (東落合中)
下野　夏希 (東落合中) 高垣　奈々 (啓明学院中)
田中　杏太 (垂水東中) 冨澤　亜衣莉 (塩屋中)
小嶋　裕菜 (井吹台中) 吉村　柚紀 (神戸国際中)
竹元　小百合 (稲美北中) 船引　実里 (浜の宮中)
鷲尾　明 (両荘中) 笹尾　美彩貴 (旭丘中)
粂田　凜 (緑が丘中) 森垣　まひろ (飾磨東中)
延原　舞美 (飾磨東中) 池田　神楽 (坊勢中)
河辺　琴子 (和田山中) 森本　脩太 (篠山東中)
渡辺　侑生 (龍野西中) 田中　李奈 (龍野西中)
金田　愛実 (揖保川中) 田代　縁 (揖保川中)
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高校１年生　　27名　　

古川　ななみ (関西学院高) 古家　実莉 (神戸女学院高)
向井　晴香 (葺合高) 西脇　未結 (神戸甲北高)
松原　更紗 (須磨東高) 永岡　拓望 (伊川谷北高)
玉木　涼夏 (伊川谷高) 平　遥仁 (白陵高)
菅野　柚希 (賢明女子学院高) 堀江　香恋 (飾磨高)
新川　天悠 (小野高) 藤原　李帆 (小野高)
宮先　里奈 (小野高) 谷田　琴音 (西脇高)
深垣　公美子 (西脇高) 門垣　希望 (近畿大附属豊岡高)
西岡　穂乃花 (近畿大附属豊岡高) 藤本　ひかる (和田山高)
岩谷　ななか (和田山高) 枚田　真幸 (和田山高)
中島　陽南 (生野高) 三浦　紅葉 (生野高)
井上　茅奈 (八鹿高) 平尾　咲良 (龍野高)
三葉　帆乃香 (赤穂高) 伊澤　そら (相生高)
中村　優月 (相生高)

高校２年生　　20名　　

吉岡　哲志 (猪名川高) 中谷　音葉 (啓明学院高)
荒川　涼葉 (御影高) 宿南　明里 (兵庫高)
近藤　さくら (須磨東高) 樫原　音彩 (須磨東高)
竹下　弥穂 (加古川東高) 竹内　日彩 (小野高)
本田　幸音 (小野高) 山本　陽 (小野高)
榊原　千桜 (小野高) 山本　夏妃 (西脇高)
松岡　夏帆 (姫路東高) 有末　桃香 (香寺高)
佐藤　夢生 (八鹿高) 石田　彩香 (八鹿高)
植田　日菜花 (相生高) 田代　双 (龍野高)
觀田　朱莉 (龍野高) 金田　遥菜 (龍野高)

高校３年生　　9名　　

上西　萌加 (甲南女子高) 福井　咲来 (六甲アイランド高)
庄司　光咲子 (神戸甲北高) 小野　涼兵 (滝川高)
船引　郁実 (加古川東高) 朝井　晴夏 (小野高)
藤沢　希 (生野高) 池田　愛梨 (太子高)
安田　藍奈 (姫路北高)

大学生・専門学校生　　8名

森　大竜 (関西大学 3年) 屋田　美空 (武庫川女子大 3年)
河島　稀夏 (姫路日ノ本短大 3年) 吉川　穂風 (神戸ベルエベル美容専 3年)
溝口　遥 (流通科学大 2年) 小前　咲良 (国立大阪大 2年)
羽鳥　由夏 (武庫川女子大 1年) 灘井　綾子 (武庫川女子大 1年)

以上　245名
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