
平成２５年度　書道展佳作受賞者

都道府県 佳作受賞者名（小2） 佳作受賞者名（小2） 佳作受賞者名（小2） 佳作受賞者名（小2）

北海道 植木駿介
青森県 山田優弥 髙久大生
岩手県 橋場　円

奥山健信 すとうよしあき 三井敏史 岩浪萌香
髙山海斗

宮城県 髙橋伊咲 菊池健太
福島県 相原匠翔

中村蒼太朗 亀田柚輝 木村晃浩 近藤　煌
小林虹光

神奈川県 久冨陽佳梨 中田直也
横山莉央 鈴木瑠夏 上原陽太 諸岡蒼空
遠藤嘉生 岩並秀弥 植田　旭

茨城県 小磯美結 森　望美
菊地幸汰郎 菊地　楓 中田篤親 小川隼輝
髙橋昂生 上野心優 岡澤優斗 草野太紀
坂下華音

群馬県 島田朱莉 小川文菜
山梨県 長久保拓斗 中村愛妃

山口賢祐 岩本粋花 中野渡知也 竹内　聡
黒田杏菜 黒田榛花 髙橋樹生 荻津太喜
豊島えみり

富山県 し水きょうすけ 笠原幹太
福井県 山本惟央 坪内千大
静岡県 内藤大輔 畔栁遼輝 長田純一郎

竹内彪真 西田達志 神戸良成 三浦蓮三郎
杉山乃衣 中村綾沙 柴山　天 池田千尋
山本泰生

岐阜県 伊藤翔一郎
三重県 山本いつき 伊藤大心 小川雄司 潮田佳純
滋賀県 磯部日夏 中西佑樹
大阪府 内野太陽 小山田奈央 白髭颯也
京都府 伊福菜々子
奈良県 森部結希 水本暉人 池本陸馬

假家　平 今枝篤哉 津本和樹 三好大也
加藤太一

愛知県

和歌山県

小学校２年生以下

山形県

新潟県

千葉県

栃木県

東京都

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

兵庫県 安原知宏
島根県 板垣友菜 新藤　寧 尾嶋　葵

小本芽依 新井梨桜 小川純之介 藤野釉妃
平田瑞華

山口県 田野亜莉紗 髙木咲季
香川県 梶平恭吾 佐藤彰祐
高知県 中野心遥
愛媛県 森川花恵

佐田祥瑛 平島　愁 仁田原楓美 陣内琉誠
高巣裕大 平野　初
大田梨華 山口順平 杠　絆生 内川琉妃
才田優花 中山結香子 中山靖規

長崎県 黒岩　桜
熊本県 西村花奈 荒木佳奈
宮崎県 櫻井実希 西内つぐみ
沖縄県 下里まひろ 仲村渠あさひ 大村こうき

都道府県 佳作受賞者名（小3/4） 佳作受賞者名（小3/4） 佳作受賞者名（小3/4） 佳作受賞者名（小3/4）

北海道 髙原誓也 舛谷快斗 阿部茉央 千田琴菜
逢坂　祥 佐藤ほのか 金崎克耶 野中希衣
髙久弦大 坂本　丈

秋田県 村上海翔 上林万葉 宇佐見 名月
原田瑛里 戸田慶士朗 金田藍佳 阿部蘭夢
松田　萌 丸谷亮太 前田一光 堀　文悟
齋藤宥佳 小野　聖 志田唯華 中田美伶
佐藤俊輔 小松　凜 松浦万由子 鈴木力斗
佐藤楓真 渡部夢叶

宮城県 那須野 優 野村透也 大江のりか 菊池　灯
福島県 本田賢美 梁取 黎香 羽曽部 真奈 吉原咲希
新潟県 池田光輝 佐藤奏花 竹之内大和
神奈川県 川口福丈 岩島正悟

石井笙太 熊谷優斗 遠藤優生 佐瀬大星
小泉凜華 影山仁香 高橋　瑞 山﨑正寛
田内雷人
菊池敬光 羽成　竣 柴﨑香紀 櫻井皓祐

冨山優太朗 小川詩乃 長尾沙也花 鈴木遥斗
大山竜平 小池彩華 直井誠彦 安達由樹

山形県

千葉県

茨城県

広島県

福岡県

佐賀県

青森県

小学校３・４年生

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

吉成嵐士 刀川優希 中田諒汰 金田大輝
金田悠希 山西健太 石渡　伝 小田林亜弥
吉澤真結

埼玉県 石井奏名 深瀨大貴 外丸昌幸
群馬県 岡田はる乃 岡田はな乃 桜沢しずく 竹内舞唯
山梨県 小沢　祈 三神朱理 宮本凜太郎 小林敢太

矢島由創 原 万佑子 魚田理子 海老原和紀
河野正汰 河野沙耶 見市　灯 日暮茜梨
三好優大 髙澤天音 堀内明日香 豊島大世

長野県 沖田　蒼
富山県 澤田遥子
福井県 中本彗翔 崎元蓮太
静岡県 臼井芽衣 菊池唯斗

中野琳音 新美文健 緒川莉子 高品貴仁
梶田捺貴 髙橋竜也

岐阜県 日比野浩志
三重県 伊藤美結 篠原智史 田上陽向詩
滋賀県 林 幸志郎 堂浦悠暉 糸目仁頼
大阪府 古川蒼大 渕田光翔
京都府 岩下蒼生 岡本梨琴 山下笑呼 森本守莉

吉川莉慧子 範國晴巳 関 七夏子 長江柚奈
豊田帆海 島田圭汰 西本喜一 鈴木俊亮
森口寛子 中谷芽生
小濱栞衿 今枝　琴 高垣麗恋 大家利公
安部広大 鳥居俊介

兵庫県 阿賀天翔 山本遥可 藤田康臣
鳥取県 安田充希
島根県 新藤足穂 渡邊由唯 祝原羽夏
岡山県 藤田　愛
広島県 宇根﨑瑚都 堀　力良
山口県 三代壮人 春口直仁 伊藤清香

安藤美楓 黒木　乙 松村　潤 杉村直哉
重井友伽

高知県 田中勇志 田村涼真 岡部　凜
愛媛県 森川果南 岩見咲来 茎田奈々

佐田康真 堀 麟太郎 鶴﨑　匠 仁田原尚紀
髙倉千智
大橋徹也

奈良県

和歌山県

香川県

福岡県

栃木県

東京都

愛知県

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

中原朱里 中村友美 尾鷲美紀 今泉　光
辻　郁乃 古賀千尋 櫻木優合 平田慎太郎
坂井裕八

長崎県 近藤ひなの 今利勇太 山脇愛海 山﨑衣理
熊本県 津田礼奈 森川遥雅
大分県 藤原ひな

櫻井有香 香川七星 椎　浩紀 山本桂輔
西内蔵之助 伊東尚人

鹿児島県 堀口佳穂 政岡千佳 吉原海斗 大塚航佑

都道府県 佳作受賞者名（小5/6） 佳作受賞者名（小5/6） 佳作受賞者名（小5/6） 佳作受賞者名（小5/6）

重村響汰 髙原将也 山下卓徒 石﨑　椋
小林駿大 岡　颯希 千田楓菜
石村　和 工藤陽斗 工藤優季 平川愛理
髙久絢名 工藤十萌 福地里久 三國真希人

岩手県 橋場康大 川村　聖
秋田県 渡部大翔 長谷川円香 上林いろ葉 吉田冬弥

渋谷花奈 川田藍生 齋藤瑞貴 髙橋功貴
阿部楽翔 安藤太陽 松田ちほみ 髙橋優介
塚本ゆき 川合智也 佐藤光翼 渡邉彩子
三井智弘 中條華代 佐々木夏帆 五十嵐 唯
齋藤とも 池田　鈴 小松　蓮 二階堂心大

奥山璃胡 佐藤大心
本田康賢 岡本恵里 二瓶　温 大平将也
古谷直己 新田直人

新潟県 中村美空 平山　徹 菅原広夢
神奈川県 串田　凜 安倍葉月 岩島かのこ 吉田将吾

見當七菜 藤代優花 吉田廉司 忍足美於
永井伶奈 永井佑奈 靏岡愛衣 靏岡結衣

北田華菜子 岩瀬　葵 秋葉ほのか 莊司　響
高橋　祥 堺谷 林太郎 横山隼人 宇田川歩夢
冨山　才
川﨑理世 清水美帆 黒沢美紀 泉妻昂佑
菊地浩平 生稲晃汰 高橋　良 伊藤直祐
矢口朱莉 石井莉子 小池優華 五十嵐 翔
森 敬太郎 小島朋子 直井勝延 板橋佑仁
増渕歩美 関口真絵 野田萌加 小竹一輝

茨城県

宮崎県

北海道

青森県

山形県

福島県

千葉県

佐賀県

小学校５・６年生

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

内山泰斗 和田隆誠 髙橋千夏 草刈しおり
幕田　雅
安齊愛夢 小平 久玲葉 荒川千尋 杉田奏太
田島　倭 小池智也 中田尊斗 加藤駿典

布施遼亜輝 金井勇樹 佐山美穂 澤村隼人
小田林 裕大 大橋聖樹 橿渕陸人 坂下稜河

佐藤絢香 江波戸乃々香 本間誓斗
生田朱里 根本侑汰 大矢帆乃佳 近藤　愛

丹治友理佳 豊田亮太郎 豊田虎太郎 伊藤祥汰
小林未蘭 薗田さくら 室岡亜美

高草木 峻一 野﨑天資 水野　航 中條晴仁
間　愛梨 星野孝仁 竹内星哉

山梨県 小川由莉 山本百花 長久保海斗
山本叶恵 黒川明日香 田村　光 髙橋陽美輝
池田悟有 落合祐斗 堀内悠太郎 笠原美空

富山県 杉本純菜
石川県 室谷佳奈

坪内大河 南元優那 大矢ひかる 高橋伸明
山本宗希

　林奈々里 杉本真奈 森下玲奈 内藤彩夏
長田純菜 岡山美仁
石橋　暖 竹内茉夏 西本隼大 永尾まい
西田耕志 安田柚希 大嶋友莉亜 宮澤敏太
久野智矢 池田祐真 奥　千晃 白崎　力

佐々木綾香
岐阜県 河村陽奈 桑原　楓 山仲悠真 坂元仁志
三重県 宮本文若
滋賀県 小嶋健太
大阪府 中西一期 小山田慎介 堂徳詩乃
京都府 岡﨑景伍 谷口礁太 藤原千雅子

中尾　琢 辻田夏音 川西秀武 吉川悠子
楊井健太郎 野中寛太郎 伊東　真 淺羽康太
山田紫乃 上平祥希 河野伶朗 望月奈都
稲濱果歩

和歌山県 山﨑生真 加藤菜津
兵庫県 阿賀帆風 黒岩舞耶 前田響紀
鳥取県 河島隆樹
島根県 小松原 慧 日高淳也 田中帆奈美

静岡県

愛知県

奈良県

茨城県

栃木県

埼玉県

群馬県

東京都

福井県

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

広島県 沖野朱里
山本佳奈 田野竜都 秋貞　陽 中野直輝

西村菜々美 伊藤慎吾 中藤日向子
高知県 夛田優斗
愛媛県 伊藤萩生 森川はるな 森川夏帆

北原蓮太 加藤万結 大久保春花 今村俊介
石塚　萌 毛利　太 高巣七海 大橋一徹
永溪天夢
廣瀬雄大 中村文哉 野口みやび 森園さくら
古賀璃子 藤家　優 川﨑将太朗

大分県 生野愛菜
宮崎県 上米良 凜
鹿児島県 浮辺隼英 政岡航大 西田　響 吉村寧音

都道府県 佳作受賞者名（中） 佳作受賞者名（中） 佳作受賞者名（中） 佳作受賞者名（中）

北海道 岡　瑞葵 岡　菜摘
青森県 石川健也

高橋勝樹 齋藤浩哉 三浦拓真 川田琉生
樋口大和 阿部琴乃 阿部羽奏

福島県 熊島直樹 西崎竜介 坂本梨奈
新潟県 仲道紗千子 緑川快秀 緑川沙希
神奈川県 上原真友 馬場耀大

加藤岡雅弥 中島桃香 佐々昂紀 新井孝一郎
𡈽方祐太 鈴木晴野
吉川弥人 髙橋琴音 井坂彩人 中村遼太郎
柴﨑愛澄 永井歩夢 大貫　結 佐藤玲壱

長久保有加 安　裕羅 平田莉乃 木内理紗子
小竹理子 北居士鵬 富松優花 大曽根大貴
石田　吏
菊地莉緒 加藤有沙 出雲稚菜 石島朋果
田中文也 石渡　成 小田林奈那
佐藤天音 石黒雄太郎 土屋早織 岩本　凜
白石真萌 白石陽大 市之瀬優貴 田中勇輝

狩野奈和弥
高草木花野 森川寛基 萩原友香 加藤明日香
齋藤礼奈 板倉大和 小菅くるみ 福島可絵奈
後閑舞花 旭さくら 関　萌実

山形県

千葉県

茨城県

栃木県

埼玉県

群馬県

山口県

福岡県

佐賀県

中学生

全日本剣道道場連盟



平成２５年度　書道展佳作受賞者

山梨県 三浦勇翔 矢崎真由 矢崎里奈 饗場　蘭
岡部晃久 富岡真琴 風間綾乃 関 友里香
長泉駿介 初野　翔 尾崎　凜 井手正清

長野県 宮﨑咲月
富山県 釣谷周生 大野真依
石川県 山下達也
福井県 矢田恭子
静岡県 北浜悠一 増田快晴

堀田朋宏 永尾百萌加 野倉碧衣 大好舞依
稲吉京介 三好貴文 朝岡亮太 奥 菜々美
榊原菜月

岐阜県 渡邉喬亮 小寺琴絵 大澤瑠紗
三重県 早川雄斗
大阪府 小柴直樹
京都府 大久保 建 本田倭子 吉田謙太 谷口葉菜
奈良県 淺羽祥哉 小路未来 松江哲志
和歌山県 花田拓己
鳥取県 加納忠周 岡平和子 白根美穂 大谷結香
島根県 舟木　和
岡山県 平松大貴
広島県 椎井えりか 板井駿悟 空田慎平
山口県 庄 晋一郎 濱田弓真
香川県 部矢有紀
高知県 田内佑果
愛媛県 串部峻規 森川由有 芥川悠里

松井愛咲香 鶴成杏華 久保田陽紀 西原英恵
松本紗季 吉良美咲
村田隼人 原　晃征 下川嘉子 北島碧南
溝口きりか 樋口なな子 樋口裕季 梶原　鞠

長崎県 荒木　萌 木村妃伽
大分県 石兼胤斗 久保田明奈
宮崎県 古澤由太郎
鹿児島県 梅園颯季 是枝玲哉 有川栄理奈

佐賀県

東京都

愛知県

福岡県

全日本剣道道場連盟


