


平成２９年度　書道展
金賞・銀賞・銅賞受賞者

銀賞 河内剣道クラブ 鷹箸美羽 栃木 小２下

銀賞 福井養正館 いべ かなと 福井 小２下

銀賞 浅井剣友会 江藤暖人 愛知 小２下

銀賞 真備東剣友会 田部　葵 岡山 小２下

銀賞 揚武館 上原 都妃実 香川 小２下

銀賞 丸亀武道館 一心会 高見佳生 香川 小２下

銀賞 清流館 嶋田彩花 佐賀 小２下

銀賞 堀田道場 堀田侑里 熊本 小２下

銀賞 鈴川道場 安藤太陽 山形 小３・４

銀賞 谷田部少年剣友会 沼尻　愛 茨城 小３・４

銀賞 栃木市中央剣道場 星　隼 栃木 小３・４

銀賞 紘武館 戸井ひより 栃木 小３・４

銀賞 剣心館 松尾颯大 岐阜 小３・４

銀賞 大淀剣道クラブ 梶井綾太 奈良 小３・４

銀賞 野崎少年剣道クラブ 松本開渡 和歌山 小３・４

銀賞 城山台剣友会 清水陽花 和歌山 小３・４

銀賞 山手国分寺道場 大月あさひ 岡山 小３・４

銀賞 揚武館 上原季咲妃 香川 小３・４

銀賞 高田道場 塚本俐安 福岡 小３・４

銀賞 木葉小学校少年剣道クラブ 松永真綾 熊本 小３・４

銀賞 釜石剣正館 佐々 安寿 岩手 小５・６

銀賞 大楠剣道クラブ 鈴木陽岳 神奈川 小５・６

銀賞 上野剣道クラブ 櫻井瑞稀 茨城 小５・６

銀賞 成城警察署少年剣道部 小舟　舞 東京 小５・６

銀賞 全日本少年剣道錬成会館 小松伶依子 東京 小５・６

銀賞 浅井剣友会 増永龍之介 愛知 小５・６

銀賞 東丘少年剣友会 高木唯花 愛知 小５・６
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銀賞 旺武道場 小川雄司 三重 小５・６

銀賞 持田少年剣道クラブ 板垣友菜 島根 小５・６

銀賞 神埼町少年剣道クラブ 黒谷華絵 佐賀 小５・６

銀賞 宇土剣道クラブ 片山日葉 熊本 小５・６

銀賞 順道館 山下旺雅 熊本 小５・６

銀賞 遷喬道場 佐藤光翼 山形 中学生

銀賞 草加中央剣友会 中島　響 埼玉 中学生

銀賞 耳成剣友会 豊田帆海 奈良 中学生

銀賞 山陽少年剣道教室 吉村香穂 山口 中学生

銀賞 揚武館 福田康希 香川 中学生

銀賞 一般財団法人 玄武道場 安藤美楓 香川 中学生

銀賞 熊本 神泉会道場 大賀唯人 熊本 中学生

銀賞 北辰館 西内蔵之助 宮崎 中学生
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銅賞 釜石剣正館 佐藤雅大 岩手 小２下

銅賞 新明館橋市道場 鈴木琥太郎 岩手 小２下

銅賞 臼井剣士会 小嶋陽平 新潟 小２下

銅賞 中西養心館 横山未来 千葉 小２下

銅賞 元武館道場 藤田瑛斗 千葉 小２下

銅賞 甲斐直心館 平沼孝啓 山梨 小２下

銅賞 甲斐直心館 宮本源太郎 山梨 小２下

銅賞 弘武館 井本蒼真 和歌山 小２下

銅賞 山手国分寺道場 大月　遙 岡山 小２下

銅賞 揚武館 山本涼真 香川 小２下

銅賞 明星館 松尾勇虎 佐賀 小２下

銅賞 秋真館 髙橋茉優 山形 小３・４

銅賞 東根市大富剣道教室 髙嶋蒼空 山形 小３・４

銅賞 臥牛館道場 青田咲椋 宮城 小３・４

銅賞 光武館道場 三浦涼太郎 神奈川 小３・４

銅賞 松警少年剣友会 武田愛莉 千葉 小３・４

銅賞 野間会 森田和子 千葉 小３・４

銅賞 結城尚武館 植木大斗 茨城 小３・４

銅賞 仁武舘 小磯結愛 茨城 小３・４

銅賞 鹿沼市剣友会 伊澤誠優 栃木 小３・４

銅賞 鹿沼市剣友会 荒川由翔 栃木 小３・４

銅賞 高根沢町剣道教室 熊谷匠人 栃木 小３・４

銅賞 大田原剣友会 木舘綺音 栃木 小３・４

銅賞 黒磯剣道教室 関谷佳樹 栃木 小３・４

銅賞 正誠剣友会 秋庭颯介 埼玉 小３・４

銅賞 泉南警察署少年剣道推進会 北濱一仁 大阪 小３・４

銅賞 春日台剣友会 中野碧奏子 兵庫 小３・４
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銅賞 自習館 久保田楓実 香川 小３・４

銅賞 三根少年剣道クラブ 森園ひかり 佐賀 小３・４

銅賞 小浜少年剣道部 宮嵜大光 長崎 小３・４

銅賞 修錬館道場 蓑和　優 新潟 小５・６

銅賞 天羽剣志会 諸岡蒼空 千葉 小５・６

銅賞 水海道剣道教室 舟山紗矢 茨城 小５・６

銅賞 自燈剣道スポーツ少年団 篠崎元彦 茨城 小５・６

銅賞 陽南剣道スポーツ少年団 松本凛平 栃木 小５・６

銅賞 大田原剣友会 内藤　結 栃木 小５・６

銅賞 直心館 藤原健匠 埼玉 小５・６

銅賞 忍野剣心会 渡邉莉音 山梨 小５・６

銅賞 学運堂剣道教室 三浦蓮三郎 愛知 小５・６

銅賞 広川少年剣道教室 東　瑚子 和歌山 小５・６

銅賞 益田警察署剣誠館道場 児玉湖春 島根 小５・６

銅賞 因北剣道スポーツ少年団 中川真心 広島 小５・６

銅賞 上宇部誠心館 田野亜莉紗 山口 小５・６

銅賞 一心館 村田穂乃花 山口 小５・６

銅賞 自習館 山本咲希 香川 小５・６

銅賞 自習館 久保田紬希 香川 小５・６

銅賞 鹿島市三道会 小森萌々華 佐賀 小５・６

銅賞 三和剣正会 野口央奈 長崎 小５・６

銅賞 順道館 吉津勇海 熊本 小５・６

銅賞 三和剣友会 阿部なるみ 大分 小５・６

銅賞 桃武館道場 佐藤　光 宮城 中学生

銅賞 周南剣道スポーツ少年団 大古崇太 千葉 中学生

銅賞 水海道剣道教室 舟山大翔 茨城 中学生

銅賞 忍野剣心会 長田真美 山梨 中学生
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