
【書道競書部門　 学生（大学生）の部】

入賞者

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 木簡「久不相見」簡 三浦　朱莉 二松学舎大学 4年生

臨　本阿弥切 内藤　杏子 國學院大学 3年生

始平公造像記 吉野　和真 二松学舎大学 1年生

萬壽無疆 雨宮　沙雪 津田塾大学 1年生

曹全碑 小川　春希 二松学舎大学 2年生

臨　中務集 君塚　早 日本大学 3年生

入選者

氏名 学校名 学年

大島　香純 二松学舎大学 3年生

鈴木　健太 二松学舎大学 1年生

髙橋　優希 川村学園女子大学 3年生

松山　琉之介 国立大学法人　福岡教育大学 2年生

三鍋　桃果 法政大学 2年生

【書道競書部門　生徒（高校生）の部】

入賞者

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 書譜 石川　千寛 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年生

臨　爨宝子碑 谷口　莉望 千葉県立袖ケ浦高等学校 3年生

臨　建中告身帖 土肥　萌花 新潟県立新津高等学校 3年生

隷書張衡霊憲四屏 片桐　美葵 浜松学芸高等学校 3年生

中務集 田代　愛実 浜松学芸高等学校 3年生

臨　魏霊蔵造像記 橘　茉佑 広島県立高陽東高等学校 1年生

入選者

氏名 学校名 学年

我妻　桃花 福島県立郡山商業高等学校 3年生

五十嵐　茉穂 千葉県立袖ケ浦高等学校 2年生

池田　悠菜 高知学芸高等学校 1年生

井上　果音 埼玉県立越谷北高等学校 1年生

江幡　日向子 大成女子高等学校 3年生

大内　夏月 福島県立郡山商業高等学校 2年生

大野　未鈴 浜松学芸高等学校 2年生

長田　結菜 浜松開誠館高等学校 3年生

片倉　諒介 千葉県立流山北高等学校 3年生

川畑　来南 春日部共栄中学高等学校 1年生

北原　花音 徳島県立城ノ内中等教育学校 2年生

黒川　奈那 東京都立深川高等学校 2年生

小泉　優芽 千葉県立袖ケ浦高等学校 2年生

河野　詩葉 高知学芸高等学校 1年生

小林　愛菜 仙台育英学園高等学校 3年生

小松崎　里桜 千葉県立袖ケ浦高等学校 3年生

笹子　蓮美 千葉県立長狭高等学校 1年生

椎名　祐貴 二松学舎大学附属高等学校 2年生

高旗　里奈 千葉県立袖ケ浦高等学校 3年生

千葉　蒼生 千葉県立袖ケ浦高等学校 3年生

内藤　美優 千葉県立我孫子東高等学校 1年生

中村　倭 千葉県立流山北高等学校 2年生

西山　きさら 広島県立高陽東高等学校 2年生

羽根田　采音 浜松学芸高等学校 3年生

福澤　琴心 高知学芸高等学校 2年生

細川　季詩 仙台育英学園高等学校 2年生

矢野　愛佳 埼玉県立大宮高等学校 2年生

山口　るな 千葉県立袖ケ浦高等学校 2年生

山下　賢一 大東文化大学第一高等学校 2年生

油井　拓哉 二松学舎大学附属高等学校 1年生

蘭亭序

灌頂歴名

臨　始平公造像記

臨　楊峴隷書幅

裴蒋軍詩

作品名

臨　伊都内親王願文

苕渓詩巻　

「蘭亭序」天朗氣清恵風

風信帖

魯郡開國「自書告身帖」

臨　智永真草千字文

臨　孫秋生造像記

道因法師碑

臨　蜀素帖

臨　温泉銘

臨書「蘭亭序」

臨　建中告身帖

張猛龍碑

臨　傅山行草書幅

臨　雁塔聖教序

隷書張衝霊憲四屏

臨書譜

鄧石如模刻

中務集

臨　孫秋生造像記

臨　孔子廟堂碑

臨　蘭亭序

臨　始平公造像記

臨　雁塔聖教序

顔氏家廟碑

鳳去秦郊迵

臨　乙瑛碑

度量如海涵春育

臨　趙之謙　隷書張衝霊憲四屏

臨　始平公造像記

○二松学舎大学145周年記念学芸コンクール入賞者等○

優秀

佳作

優秀

佳作

作品名

※各賞とも、氏名五十音順。



【書道競書部門　生徒（中学生）の部】

入賞者

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 蛍雪の功 西井　結惟 岡山県立倉敷天城中学校 1年生

復興援助 大塚　陽菜 八女市立福島中学校 3年生

富士登山 酒井　埜愛 国立弘前大学教育学部附属中学校 2年生

感謝報恩 小野　陽向 田舎館村立田舎館中学校 2年生

山光澄我心 中村　心音 国立弘前大学教育学部附属中学校 3年生

美の創造 松﨑　希々香 葛飾区立奥戸中学校 3年生

入選者

氏名 学校名 学年

赤羽　紬希 埼玉県鴻巣市立鴻巣西中学校 2年生

伊東　琥子 広島大学附属東雲中学校 2年生

及川　絢奈 聖和学院中学校 2年生

丘村　楓季 川口市立上青木中学校 3年生

鎌田　泰輔 青森市立浪岡中学校 3年生

川村　灯桜 海南市立下津第一中学校 2年生

久保　瑠美 海南市立下津第二中学校 3年生

西條　愛生 徳島県立城ノ内中等教育学校 3年生

齋藤　大河 青森市立浪岡中学校 1年生

佐々木　胡春 黒石市立中郷中学校 3年生

神　匠飛 藤崎町立藤崎中学校 3年生

鈴木　心結 利根町立利根中学校 3年生

住吉　桃華 福岡雙葉中学校 3年生

高齋　百花 熊谷市立富士見中学校 1年生

田口　雅陽 狭山市立山王中学校 2年生

ダグラス　初加音 新島学園中学校 1年生

谷澤　来美 千葉県船橋市立前原中学校 3年生

奈良　ひより 青森市立浪打中学校 1年生

成田　花菜 青森市立浪岡中学校 3年生

成田　実紗 平川市立平賀東中学校 3年生

花田　ほのか 弘前市立第一中学校 3年生

原田　亜衣梨 新島学園中学校 2年生

藤本　旭陽 練馬区立大泉中学校 2年生

北東　杏梨 海南市立下津第二中学校 3年生

星本　京香 佐賀県立武雄青陵中学校 3年生

松本　理奈 東松山市立東中学校 1年生

山本　萌果 埼玉県立伊奈学園中学校 2年生

山本　悠悟 田舎館村立田舎館中学校 3年生

横山　龍桜 藤崎町立明徳中学校 3年生

渡部　彩乃 高松市立紫雲中学校 3年生

    

生命を尊ぶ

農業技術

農業技術

蛍雪の功

伝統

吟詩心自逸

花鳥風月

空海

英雄の足跡

至徳照天地

郷土の宝

美の創造

美の創造

故郷

蛍雪の功

実行

大願成就

美の創造

生命の尊重

大願成就

国際理解

藍染伝承

感謝

学道則愛人

戦争と平和

農業技術

万物皆備於我

作品名

逆転

創造の楽しみ

美の創造

優秀

佳作



【書道競書部門　児童（小学生）の部】    

入賞者

賞 作品名 氏名 学校名 学年

最優秀 ゆめ 佐々木　咲波 高松市立屋島西小学校 2年生

広い世界 堀田　心彩 伊万里市立東山代小学校 6年生

平穏 山石　埜乃 熊谷市立熊谷西小学校 6年生

成長 葛西　龍 黒石市立黒石小学校 5年生

秋風 木本　和希 助任小学校 4年生

生きる力 堀田　裕斗 伊万里市立東山代小学校 3年生

入選者

氏名 学校名 学年

赤羽　明日実 埼玉県鴻巣市立田間宮小学校 6年生

池上　航生 横浜市立駒岡小学校 4年生

池上　宙奈 横浜市立駒岡小学校 6年生

井上　碧 四日市市立大矢知興譲小学校 6年生

大野　心遥 高松市立木太北部小学校 4年生

尾田　陽花 上尾市立西小学校 4年生

小比賀　俐心 高松市立多肥小学校 4年生

金子　由来 戸田市立美女木小学校 6年生

鯨井　環 越谷市立東越谷小学校 3年生

黒河　日菜 高松市立多肥小学校 5年生

小池　葉月 川口市立木曽呂小学校 5年生

河野　真依 高松市立木太北部小学校 6年生

笹森　琉愛 黒石市立六郷小学校 5年生

汐中　美優菜 熊谷市立熊谷西小学校 6年生

白川　茉莉愛 藤崎町立常盤小学校 5年生

鈴木　心結 熊谷市立市田小学校 3年生

靍谷　宥仁 橋本市立あやの台小学校 3年生

出井　絢菜 千葉県流山市立新川小学校 4年生

鳥谷　海 高松市立木太北部小学校 1年生

鳥谷　眞子 高松市立木太北部小学校 5年生

内藤　綸香 高松市立栗林小学校 4年生

中村　美月 福岡市立鳥飼小学校 3年生

野元　柚那 熊谷市立佐谷田小学校 5年生

野呂　瞬翔 板柳町立板柳南小学校 3年生

東原　遥花 高松市立多肥小学校 4年生

平子　みのり いわき市立泉北小学校 5年生

森　大地 君津市立周西小学校 5年生

森　美空 君津市立周西小学校 2年生

森　優月 海南市立下津小学校 5年生

山石　彩乃 熊谷市立熊谷西小学校 1年生

文庫

とら

決心

明るい顔

赤とんぼ

平和　

成長

成長

ひまわり

平和　

なかま

夢と希望

大きな夢

ゆめ

希望

深き友情

和顔

発芽の時

龍馬

決心

心温まる

友達

天空

書の世界

きぼう

大地

作品名

発芽の時

信念

出発

夢と希望

※各賞とも、氏名五十音順。

優秀

佳作


