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県政150周年記念事業

五国の魅力 学生交流書道展 入選者名簿

小学１年生　　１２名　

みやけ　あゆ （井吹東小） あべ　りゅうき （自由が丘東小）
天う　ゆいか （緑が丘東小） 小林　みらい （緑が丘東小）
こばやし　ゆうな （鳩里小） かも　かえな （別所小）
はしもと　かなと （高浜小） おかだ　ゆあ （坊勢小）
かつら　しゅうへい （坊勢小） しきたに　あかね （坊勢小）
もりた　めぐる （揖西東小） つむら　ゆう （揖西西小）

小学２年生　　１７名　

仁べ　あき人 （つつじが丘小） 井上　りら （神出小）
さがら　り空 （緑が丘東小） 戸田　はる太 （緑が丘東小）
寺井　ゆきほ （緑が丘東小） はせ川　ゆう （緑が丘東小）
今おか　ゆきと （北山小） すが井　こたろう （別所小）
山下　えい人 （別所小） かく田　らな （高浜小）
あら木　のあ （坊勢小） 上田　りせ （坊勢小）
森　みらの （坊勢小） 井川　なおひろ （神部小）
中川　れんし （神部小） 児島　ひな （揖西西小）
田中　あかり （揖西西小）

小学３年生　　　２３名　

土居　可奈子 （六甲小） 平野　瑞花 （六甲小）
土江　はやと （灘小） 中村　ゆうき （灘小）
宗重　万梨奈 （稗田小） 原　美樹 （東落合小）
しば田　光き （南落合小） 藤村　知聡 （井吹東小）
揖宿　七海 （大部小） 赤尾　胡音 （緑が丘東小）
安部　佑哉 （緑が丘東小） 岡田　奈々 （緑が丘東小）
坂本　昂雅 （緑が丘東小） 森永　彩心 （緑が丘東小）
池田　絵菜 （緑が丘小） 有馬　沙耶 （広野小）
尾野　杏奈 （高浜小） 上田　夏愛 （坊勢小）
岡田　乙葉 （坊勢小） 森　芽生 （坊勢小）
岸　和奏 （神部小） 木戸　花香 （揖保小）
中塚　美来 （揖西東小）
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小学４年生　　２７名　

浮森　那瑚 （神戸大附属小） 大谷　佳奈 （高羽小）
萩原　光希 （山の手小） 有田　晴 （山の手小）
野村　絵理奈 （乙木小） 柏原　成葉 （東落合小）
仮屋　杏莉 （井吹東小） 北村　壬 （志染小）
橋本　侑樹 （緑が丘東小） 西岡　真騎士 （緑が丘東小）
本岡　佳奈 （緑が丘小） 髙橋　咲陽 （魚住小）
道清　惣太 （別所小） 筒井　咲那 （別所小）
横山　結菜 （高浜小） 橋本　彗音 （高浜小）
大野　琴美 （坊勢小） 辻本　芽衣 （東栗栖小）
觀田　ほなみ （龍野小） 中村　百恵 （半田小）
松岡　亮太 （揖保小） 二宮　温 （神部小）
圓尾　明日香 （神部小） 川口　由桜 （揖西西小）
児島　愛菜 （揖西西小） 立川　陸月 （揖西西小）
津村　岬 （揖西西小）

小学５年生　　２９名　

植田　百葉 （灘小） 辻　柊矢 （灘小）
津田　和花奈 （稗田小） 長尾　唯子 （こうべ小）
下野　夏希 （花谷小） 桂　舞桜 （井吹東小）
小岩　月綺 （井吹西小） 髙垣　奈々 （井吹の丘小）
村岡　あおい （井吹の丘小） 尾野藤　百華 （押部谷小）
小澤　ののか （錦が丘小） 有村　涼汰 （氷丘小）
横山　大翔 （氷丘小） 吉原　直隆 （氷丘小）
原　星流 （阿弥陀小） 藤原　佐帆 （別所小）
藤原　創太 （別所小） 池内　歩美 （妻鹿小）
大関　柾光 （高浜小） 三砂　和泉 （高浜小）
延原　舞美 （高浜小） 益田　悠汰 （高浜小）
小林　愛來 （坊勢小） 小林　あん （坊勢小）
伊藤　里紗 （神部小） 金田　愛実 （神部小）
児島　凪咲 （神部小） 三木　琴心 （神部小）
吉田　安希 （神部小）

小学６年生　　３３名　

藤本　里咲 （宮川小） 土居　未日子 （六甲小）
平野　湖乃花 （六甲小） 北福　真帆 （灘小）
井藤　千峰 （山の手小） 柳本　芽唯 （乙木小）
原　愛美 （東落合小） 末永　聖人 （花谷小）
栄　優咲 （花谷小） 玉木　涼夏 （井吹東小）
揖宿　雄太 （大部小） 寺口　由真 （志染小）
赤尾　日菜 （緑が丘東小） 山本　しおり （緑が丘東小）
池内　莉子 （妻鹿小） 江藤　颯羽 （高浜小）
瀬尾　和績 （高浜小） 島谷　佑 （高浜小）
高橋　美憂 （高浜小） 谷岡　郁海 （高浜小）
光川　咲里 （高浜小） 山本　翔大 （高浜小）
桂　陽茉梨 （坊勢小） 平尾　咲良 （龍野小）
伊澤　そら （神部小） 宇治山　璃子 （神部小）
加藤　頼飛 （神部小） 田村　奏太 （神部小）
中谷　真子 （神部小） 溝口　未来 （東栗栖小）
琴川　尚 （揖西西小） 田中　さくら （揖西西小）
中川　結菜 （揖西西小）
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中学１年生　　　２１名　

尾上　優芽 （鷹匠中） 大竹　ことみ （鷹匠中）
鳥井　真里花 （鷹匠中） 水谷　梨莉 （鷹匠中）
井上　美桜 （垂水東中） 河野　蒼生 （東落合中）
樋口　勝麻 （東落合中） 大久保　百花 （井吹台中）
平田　真央 （井吹台中） 竹内　唯花 （緑が丘中）
田中　陽彩 （緑が丘中） 竹之内　見帆 （魚住中）
井上　千乃 （賢明女子学院中） 平岡　逢春 （飾磨東中）
森　悠介 （飾磨東中） 三木　ちはる （飾磨東中）
片芝　若菜 （揖保川中） 加藤　杏凛 （揖保川中）
竹ノ内　ゆい （揖保川中） 渡辺　瑞生 （龍野西中）
安田　好花 （兵庫県立大附属中）

中学２年生　　１９名　

浦野　莉帆 （精道中） 福井　咲来 （精道中）
植田　双葉 （鷹匠中） 日野　裕太 （鷹匠中）
井上　凜々葉 （烏帽子中） 昇　優羽 （須佐野中）
三宅　美玖 （須佐野中） 矢野　文香 （東落合中）
石川　祐衣 （井吹台中） 鈴木　遥海 （野々池中）
石橋　実空 （緑が丘中） 藤原　玖衣 （姫路市立東中）
岸　美緒 （東洋大附属姫路中） 永田　萌 （飾磨東中）
西村　玲璃 （飾磨東中） 延原　千夏 （飾磨東中）
桂　凛華 （坊勢中） 敷谷　真央 （坊勢中）
松ヶ下　楓 （龍野西中）

中学３年生　　１０名　

灘井　綾子 （精道中） 安田　希颯 （精道中）
丸山　陽彩 （鷹匠中） 上田　涼乃 （須佐野中）
筒井　美智 （緑が丘中） 津田　華音 （緑が丘中）
岩永　七海 （飾磨東中） 立巳　竜の介 （飾磨東中）
山根　佳奈 （飾磨東中） 瀧川　萌花 （龍野西中）
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高校１年生　　２２名　　

石田　瞳 （芦屋高） 小林　星羅 （芦屋高）
原　愛実 （芦屋高） 不藤　英里奈 （芦屋高）
前谷　彩花 （芦屋高） 三井　沙雪 （芦屋高）
森　日真里 （芦屋高） 山野　摩桜 （芦屋高）
奥畑　亜優 （神戸鈴蘭台高） 竹下　葵 （神戸鈴蘭台高）
江川　実可子 （兵庫高） 河田　心 （兵庫高）
小林　千乃 （兵庫高） 鬼塚　菜緒 （長田高）
並木　沙也加 （長田高） 山根　愛透 （神戸野田高）
久斗　萌花 （須磨東高） 道満　明梨 （須磨東高）
福田　怜南 （神戸商高） 玉木　綺夏 （神戸高塚高）
沖濱　萌音 （賢明女子学院高） 佐々木　愛日 （賢明女子学院高）

高校２年生　　１２名　　

三國　彩華 （御影高） 梅谷　萌花 （神戸甲北高）
木元　美志 （神戸甲北高） 稲垣　璃子 （神戸鈴蘭台高）
鈴木　摩那 （神戸鈴蘭台高） 山崎　晴香 （神戸鈴蘭台高）
川北　理紗 （兵庫高） 髙橋　彩香 （須磨東高）
田中　杏実 （須磨東高） 加野　佑果 （姫路商高）
箕田　桃花 （姫路商高） 大関　小春 （龍野高）

高校３年生　　２名　　

久保田　玲奈 （芦屋高） 谷村　紗菜 （芦屋高）

大学生・専門学校生　　　　

該当者なし

以上　227名


	入選

