
【書道部門　 学生（大学生）の部】

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 髙壽游藝 伊藤　百映 二松学舎大学 ４年生

臨　小島切 金澤　頌 大東文化大学 ３年生

鮑仁済詩句 小森　智愛 安田女子大学 ４年生

創作　五湖秋断牋 小林　加奈 二松学舎大学 ２年生

元顕儁墓誌銘 三本木　かや乃 二松学舎大学 ３年生

賢愚經巻第十五 関　美咲 二松学舎大学 ４年生

臨　呉昌碩石鼓文 川面　奈摘 安田女子大学 ４年生

臨　蜀素帖 小林　真歩 二松学舎大学 ３年生

牛橛造像記 永島　蒼太 二松学舎大学 ３年生

創作　飄聲稀懐 長谷川　真子 二松学舎大学 ４年生

臨　智永千字文 守口　晏南 二松学舎大学 ３年生

【書道部門　生徒（高校生）の部】

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 張猛龍碑 林　愛子 千葉県立国府台高等学校 ２年生

臨　智永真草千字文 宍倉　夏末 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年生

臨　灌頂記 松山　琉之介 広島県立福山葦陽高等学校 ２年生

雁塔聖教序 菅野　遥日 杉並学院高等学校 ３年生

臨　帛書 東　美穂 広島県立福山葦陽高等学校 ２年生

趙之謙　大痴百歳四屛 六浦　由花利 千葉県立国府台高等学校 ３年生

乙瑛碑 　荒開　響 千葉県立国府台高等学校 １年生

隷書張衡霊憲四屏 池田　真歩 千葉県立国府台高等学校 ２年生

楊峴臨古四種巻 江端　真来 千葉県立市川南高等学校 ２年生

金農　隷書立幅 大浦　理奈 千葉県立国府台高等学校 ３年生

臨　始平公造像記 梶原　実季 千葉県立袖ヶ浦高等学校 １年生

篆書立幅　趙之謙 金本　奈那 千葉県立国府台高等学校 ２年生

徽宗　瘦金千字文　臨書 河瀬　梨子 伊勢崎清明高等学校 １年生

魏霊像造像記 小出　沙雪 千葉県立国府台高等学校 ２年生

王鐸 齋藤　瑠輝 千葉県立市川南高等学校 ３年生

臨　傅山行草書幅 佐藤　菜々美 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ２年生

臨　張遷碑 佐藤　七海 広島県立福山葦陽高等学校 １年生

臨　鄭羲下碑 三田　向日葵 広島県立福山葦陽高等学校 １年生

臨　石臺孝經 椎名　円花 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年生

臨　道因法師碑 白井　綾音 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ２年生

高貞碑 杉本　真由 千葉県立国府台高等学校 ３年生

居延漢簡 鈴木　菜未 浜松開誠館高等学校 ２年生

西嶽崋山廟碑 鈴木　優加 千葉県立国府台高等学校 ２年生

臨　智永真草千字文 立川　愛莉 千葉県立袖ヶ浦高等学校 １年生

張猛龍碑 田中　空見 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 １年生

金文　千字文 千脇　望美 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ２年生

臨　薦季直表 寺田　茜 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年生

臨　光明皇后楽毅論 飛田　麻莉亜 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ２年生

臨　始平公造像記 橋本　泰知 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年生

中務集 廣津　義史 千葉県立国府台高等学校 ３年生

争坐位稿 古川　可奈子 愛媛県立松山南高等学校 ２年生

九成宮醴泉銘 松本　あかり 市川高等学校 ２年生

孫秋生劉起祖等造像記 松本　望 志学館高等部 ３年生

呉昌碩臨石鼓文 村瀨　アイリ 千葉県立国府台高等学校 ２年生

臨　智永真草千字文 鎗田　真優 千葉県立袖ヶ浦高等学校 １年生

大字朗詠集 渡辺　和音 相模女子大学高等部 ２年生

入選

○２０１９年度　二松学舎大学主催　全国学生・生徒文芸コンクール入賞者○
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【書道部門　生徒（中学生）の部】

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 博愛精神 木本　実佑 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

輝く未来 工藤　咲彩 青森市立浪岡中学校 ２年生

維新黎明 中山　こころ 江戸川区立小岩第三中学校 ２年生

臨　魏霊造像記 大谷　渚 東松山市立南中学校 ３年生

田園風景 梶本　千尋 海南市立下津第二中学校 ２年生

筆墨硯紙 北原　花音　 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

臨　楽毅論 石川　真衣 江戸川区立小岩第三中学校 ２年生

至誠通天 伊藤　優奈 葛飾区立奥戸中学校 １年生

初志貫徹 稲井　明香里 徳島県立城ノ内中学校 ３年生

輝く未来 伊礼　円里 練馬区立石神井中学校 ２年生

夏雲奇峰 植田　遥菜 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

創意工夫 上田　優芽 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

天朗気清 加藤　深月 江戸川区立小岩第三中学校 ３年生

田園風景 川乗　楓菜 海南市立下津第一中学校 ２年生

運命の開拓 工藤　ゆらら 黒石市立中郷中学校 ２年生

相互扶助 栗岡　佑万子 島根大学教育学部附属義務教育学校 １年生

確実な判断 黒田　圭佑 世田谷区立富士中学校 ３年生

輝く未来 笹森　虹花 黒石市立黒石中学校 １年生

偉大な太陽 須藤　大翔 弘前大学教育学部附属中学校 ３年生

規範意識 出口　ひまり 海南市立下津第二中学校 ３年生

大地の恵み 中山　佑介 田舎館村立田舎館中学校 １年生

創造 畑　結乃 江戸川区立小岩第三中学校 １年生

夏空快晴 濵田　真愛 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

博愛の精神 東　琴音 栃木県立矢板東高等学校附属中学校 ３年生

紅葉筆祭 尾藤　ななみ 名古屋市立楠中学校 ３年生

気宇壮大 平嶋　葵 葛飾区立奥戸中学校 １年生

五穀豊穣 穂積　英里奈 白河市立白河南中学校 ３年生

黄河文明 松永　逢由 徳島県立城ノ内中学校 ２年生

文化遺産 松本　葵衣 海南市立下津第二中学校 ２年生

輝く未来 森田　真央 前橋市立東中学校 １年生

銀河流星 安原　南 徳島県立城ノ内中学校 ３年生

田園風景 矢野　愛佳 川越市立城南中学校 ２年生

相互扶助 山我　佳央 新島学園中学校 １年生

大唐三藏聖教 山下　夢羽 海南市立下津第二中学校 ３年生

輝く未来 𠮷住　和奏 伊勢崎市立宮郷中学校 ２年生

規範意識 渡部　咲雪 坂戸市立坂戸中学校 ３年生
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【書道部門　児童（小学生）の部】

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 無限の力 清水　梨音 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 ６年生

発明 奈良　ひより 青森市立浪打小学校 ４年生

いと 西村　祥汰 川島町立つばさ北小学校 １年生

ひばり 小髙　寛子 吉見町立南小学校 ２年生

かお 内藤　綸香 高松市立栗林小学校 １年生

初志 山本　萌果 行田市立西小学校 ５年生

初志 伊東　琥子 呉市立呉中央小学校 ５年生

潮騒 上門　心 葛飾区立細田小学校 ６年生

誠心 大津　瑛 吉見町立東第一小学校 ５年生

令和 男澤　恵実 仙台市立榴岡小学校 ５年生

さくら貝 櫛田　りみ 葛飾区立上小松小学校 ３年生

雨水 久保　詩絵空 葛飾区立奥戸小学校 ３年生

挑戦 小嶋　葵 川島町立つばさ南小学校 ６年生

令和 齋藤　大河 青森市立浪岡野沢小学校 ４年生

がんばる 笹森　琉愛 黒石市立六郷小学校 ２年生

朝顔 佐藤　舞子 黒石市立黒石小学校 ５年生

かい 下田　修二 堺市立浜寺石津小学校 １年生

生きる力 下田　信一 堺市立浜寺石津小学校 ３年生

探究 新保　心菜 新潟大学教育学部附属長岡小学校 ５年生

学問の道 鈴木　理花 葛飾区立細田小学校 ６年生

かお 鷲見　完 岐阜市立長森南小学校 １年生

ひばり 曽根　愛織 秩父市立西小学校 ２年生

夢は世界 武田　莉知 江戸川区立上小岩第二小学校 ６年生

あき 鳥谷　眞子 高松市立木太北部小学校 ２年生

希望の風 羽田　絢音 伊奈町立小針小学校 ５年生

一歩前進 原田　夏緒 平川市立金田小学校 ６年生

緑の埼玉 藤井　紗姫 行田市立泉小学校 ６年生

希望の風 前山　穂果 海南市立大東小学校 ５年生

吹奏 増田　珠杏 吉見町立南小学校 ６年生

学問の道 松﨑　希々香 葛飾区立奥戸小学校 ６年生

新たな光 的場　匠海 和歌山市立雑賀小学校 ４年生

あき 蓑田　明恵 八代市立千丁小学校 ２年生

初志 蓑田　菜摘 八代市立千丁小学校 ５年生

土地 武笠　礼 鴻巣中央小学校 ４年生

ゆうやけ 山口　駿 熊谷市立石原小学校 ３年生

故郷の山河 横山　龍桜 藤崎町立常盤小学校 ６年生

入選

※各賞とも、氏名五十音順。
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