
平成２８年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

金賞 今枝篤哉 小２下 和歌山 美浜少年剣道クラブ

金賞 城戸彩花 小２下 兵庫 春日台剣友会

金賞 岸川武巨 小２下 佐賀 楠風道場

金賞 松島ゆみ 小２下 長崎 志成会

金賞 真隅琥太郎 小３・４ 茨城 土浦建武館

金賞 荒川由翔 小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会

金賞 高木唯花 小３・４ 愛知 東丘少年剣友会

金賞 島田奏汰 小３・４ 奈良 耳成剣友会

金賞 福田勲人 小３・４ 香川 揚武館

金賞 平島　愁 小３・４ 福岡 高田道場

金賞 植松浩正 小５・６ 山形 東根市大富剣道教室

金賞 今枝　琴 小５・６ 和歌山 美浜少年剣道クラブ

金賞 東元　咲 小５・６ 佐賀 楠風道場

金賞 椎　浩紀 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館道場

金賞 志野仁紀 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館道場

金賞 西内蔵之助 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館道場

金賞 篠崎陽咲子 中学生 茨城 自燈剣道スポーツ少年団

金賞 今井安結実 中学生 岡山 岡山蓮昌寺道場

金賞 辻　郁乃 中学生 佐賀 六角少年剣道クラブ

金賞 竹下みなみ 中学生 佐賀 城北中学校

銀賞 大川夏生 小２下 千葉 市川市剣道連盟 菅野支部

銀賞 野村結心 小２下 兵庫 春日台剣友会

銀賞 後藤　明 小２下 鳥取 庄内道場

銀賞 田悠真 小２下 岡山 修道館山形道場

銀賞 長江桃佳 小２下 岡山 真備東剣友会

銀賞 秋山太志 小２下 福岡 黒崎剣友会

銀賞 鍋島朝雅 小２下 佐賀 鹿島三道会

銀賞 西内夢乃 小２下 宮崎 宮崎北辰館道場

全日本剣道道場連盟



平成２８年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

銀賞 佐々 安寿 小３・４ 岩手 釜石剣正館

銀賞 早乙女夏梨 小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会

銀賞 阿部幸嬉 小３・４ 東京 櫻上水剣友会

銀賞 鈴木佑梧 小３・４ 静岡 浜北剣道スポーツ少年団

銀賞 石橋ひかり 小３・４ 静岡 洗心岩倉道場

銀賞 清水陽花 小３・４ 和歌山 城山台剣友会

銀賞 田野亜莉紗 小３・４ 山口 上宇部誠心館

銀賞 森川花恵 小３・４ 愛媛 楠河剣道スポーツ少年団

銀賞 相島咲来 小３・４ 福岡 苅田清信館

銀賞 坂本煌晟 小３・４ 福岡 あすなろ剣道教室

銀賞 杠　絆生 小３・４ 佐賀 黒津少年剣道クラブ

銀賞 黒谷華絵 小３・４ 佐賀 神埼町少年剣道クラブ

銀賞 千田琴菜 小５・６ 北海道 久保内剣友会

銀賞 栗城　心 小５・６ 福島 会津白虎剣士会

銀賞 櫻井瑞稀 小５・６ 茨城 上野剣道クラブ

銀賞 早乙女結菜 小５・６ 栃木 鹿沼市剣友会

銀賞 小松伶依子 小５・６ 東京 全日本少年剣道錬成会館

銀賞 柴山　天 小５・６ 愛知 愛知錬心館

銀賞 児玉湖春 小５・６ 島根 益田警察署剣誠館道場

銀賞 長江真優 小５・６ 岡山 真備東剣友会

銀賞 中村文美 小５・６ 山口 新川少年剣友会

銀賞 陣内琉誠 小５・６ 福岡 三潴若風館

銀賞 野口央奈 小５・６ 長崎 三和剣正会

銀賞 香川七星 小５・６ 宮崎 宮崎北辰館道場

銀賞 二階堂心大 中学生 山形 中山武道館

銀賞 能城花奈 中学生 千葉 周南剣道スポーツ少年団

銀賞 山下菜月 中学生 栃木 小山活人剣

銀賞 小川由莉 中学生 山梨 都留剣道スポーツ少年団
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平成２８年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

銀賞 楠本美優 中学生 東京 全日本少年剣道錬成会館

銀賞 池田日奈 中学生 富山 水橋錬成館

銀賞 藤戸恒成 中学生 愛知 要心館

銀賞 淺羽康太 中学生 奈良 興譲館八木道場

銅賞 花井優希 小２下 岩手 釜石剣正館

銅賞 太田莉歩 小２下 千葉 松警少年剣友会

銅賞 菅谷将太郎 小２下 茨城 結城尚武館

銅賞 真隅悠平 小２下 茨城 土浦建武館

銅賞 刀川彩乃 小２下 栃木 鹿沼市剣友会

銅賞 鈴木敬悟 小２下 埼玉 志多見少年剣友会

銅賞 坂下莉歩 小２下 愛知 愛知静心館

銅賞 上西優衣 小２下 奈良 白橿道場

銅賞 井上あかり 小２下 広島 広島己斐道場

銅賞 大塚仁葉 小２下 徳島 鳴門市光武館道場

銅賞 岡島瑚都美 小２下 佐賀 嘉瀬少年剣道クラブ

銅賞 谷口　空 小２下 佐賀 嘉瀬少年剣道クラブ

銅賞 中野仁視 小３・４ 神奈川 東本郷剣道同好会

銅賞 森田和子 小３・４ 千葉 野間会

銅賞 高安隆仁 小３・４ 茨城 佐野若葉会

銅賞 市川ひかる 小３・４ 茨城 至誠舘朝日道場 雅劍志会

銅賞 角田祐良 小３・４ 栃木 栃木市中央剣道場

銅賞 岡本愛花 小３・４ 栃木 武学塾

銅賞 半田駿平 小３・４ 栃木 鹿沼市剣友会

銅賞 戸井ひより 小３・４ 栃木 紘武館

銅賞 片山叶夢 小３・４ 栃木 大田原剣友会

銅賞 小林愛梨 小３・４ 埼玉 新狭山剣志会

銅賞 白倉鞠衣 小３・４ 山梨 甲斐直心館

銅賞 宮本廉太郎 小３・４ 山梨 甲斐直心館
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平成２８年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

銅賞 池田千尋 小３・４ 愛知 久田剣道場

銅賞 山本実和 小３・４ 愛知 久田剣道場

銅賞 吉田夢花 小３・４ 佐賀 明星館

銅賞 野口智宏 小３・４ 長崎 三和剣正会

銅賞 三原徹也 小３・４ 熊本 玄武館少年剣道クラブ

銅賞 渡部ひかり 小５・６ 秋田 天王館道場

銅賞 小鷹陸翔 小５・６ 山形 凌霄道場

銅賞 宮田禄郎 小５・６ 新潟 共栄館道場

銅賞 横山莉央 小５・６ 千葉 中西養心館

銅賞 麻生　響 小５・６ 千葉 松飛台剣友会

銅賞 松本凛平 小５・６ 栃木 陽南剣道スポーツ少年団

銅賞 藤田　克 小５・６ 富山 婦中町少年剣道教室

銅賞 中﨑麻琳 小５・６ 愛知 愛知錬心館

銅賞 山本拓実 小５・６ 愛知 愛知静心館

銅賞 安藤あおい 小５・６ 愛知 愛知錬心館

銅賞 山内亜季 小５・６ 岐阜 緑苑剣道少年団

銅賞 舩越彩衣 小５・６ 鳥取 庄内道場

銅賞 渡邊由唯 小５・６ 島根 城東少年剣道会

銅賞 尾上文美 小５・６ 山口 光市剣道スポーツ少年団

銅賞 中野心遥 小５・６ 高知 土佐清水少年剣道クラブ

銅賞 橋本匡由 小５・６ 福岡 黒崎剣友会

銅賞 樺島亜杏 小５・６ 佐賀 楠風道場

銅賞 德川　 菜 小５・６ 佐賀 脊輝振館

銅賞 金城和希 小５・６ 沖縄 沖縄警察署スポーツ少年団

銅賞 五十嵐はるか 中学生 北海道 室蘭尚志道場

銅賞 永谷泰雅 中学生 北海道 函館柳雪館大野道場

銅賞 孫田萌衣 中学生 山形 小桜錬心会

銅賞 中野志信 中学生 神奈川 東本郷剣道同好会
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平成２８年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

銅賞 藤原恵理 中学生 茨城 小川少年剣友会

銅賞 池田吉輝 中学生 茨城 下妻剣志舘

銅賞 中條晴仁 中学生 群馬 高崎魁洸館長井剣道場

銅賞 宮本凜太郎 中学生 山梨 甲斐直心館

銅賞 白倉葵衣 中学生 山梨 甲斐直心館

銅賞 藤井姫流 中学生 京都 京都平安道場

銅賞 大久保亜衣 中学生 福岡 横手剣友会

銅賞 大賀唯人 中学生 熊本 熊本 神泉会道場

全日本剣道道場連盟


