
第２０回全日本高校・大学生書道展 書道展大賞 ６０名 50音順 
 

阿部 泰秀 かな 京都教育大学大学院 1年 永井 千絵 かな 大分高等学校 3年 

幾島 蘭渓 漢字 中京大学 3年 中尾 萌 漢字 龍谷大学 3年 

池宮城 秀斗 漢字 那覇高等学校 1年 中塚 一穂 漢字 鹿児島県立甲南高等学校 3年 

石髙 未海 漢字 京都教育大学 4年 那須 彩乃 漢字 明誠学院高等学校 3年 

後迫 里保 かな 四国大学 3年 ニゴルス 妃羅 漢字 立命館大学 2年 

大井 奈峯 かな 奈良教育大学 4年 西嶋 瞳 漢字 人吉高校 3年 

大橋 奈菜子 かな 尚絅大学 1年 野坂 千夏 かな 筑波大学 3年 

尾下 泰規 漢字 福井県立福井商業高等学校 2年 野原 祥光 漢字 中京大学 3年 

織部 里奈 かな 兵庫県立加古川南高等学校 2年 長谷川 峰林 漢字 福岡大学 4年 

梶野 春心 漢字 関西書道専門学校 3年 原口 亜弓 かな 熊本県立第一髙等学校 2年 

葛木 裕子 かな 大阪樟蔭女子大学 1年 人見 美咲 かな 大阪ブライダル専門学校 1年 

川崎 遥 漢字 丸亀高等学校 1年 平賀 可純 かな 京都橘大学 2年 

川村 健斗 漢字 立命館大学 2年 福嶋 千晴 かな 和歌山県立桐蔭高等学校 3年 

木村 佳史 篆刻 奈良教育大学 4年 福田 知紗 調和体 鹿児島県立甲南高等学校 3年 

清原 健 漢字 京都橘大学 3年 藤田 真理 漢字 中部大学 1年 

黒沼 凌 調和体 帝京大学 4年 峯林 未奈子 かな 奈良県立桜井高等学校 3年 

後藤 真奈美 漢字 藤田保健衛生大学 1年 三宅 厚史郎 漢字 大東文化大学 3年 

是永 茉緒 かな 大分高等学校 3年 宮澤 美沙季 調和体 岩手県立福岡高等学校 3年 

佐久間 日菜 かな 岩手県立盛岡第四高等学校 2年 宮田 東雅 調和体 福岡大学 3年 

佐藤 萌々華 漢字 岐阜女子大学 4年 森山 赫涛 漢字 東福岡髙等学校 3年 

左山 研泉 かな 兵庫県立龍野北高等学校 1年 山角 実留 かな 兵庫県立姫路南高等学校 3年 

志田 弥生 かな 奈良教育大学 3年 山口 穂乃果 調和体 岩手県立福岡高等学校 2年 

島袋 澄韻 漢字 沖縄県立芸術大学 2年 山下 櫻 漢字 ノートルダム清心女子大学 3年 

末吉 白韻 調和体 岐阜女子大学 4年 山村 加奈美 かな 四国大学 3年 

関口 喜子 漢字 東京都立板橋有徳高等学校 2年 山本 奈々 かな 京都橘大学 4年 

芹澤 翔華 漢字 大東文化大学大学院 2年 吉瀬 遥 漢字 五ヶ瀬中等教育学校 5年 

大藤 佐智子 かな 京都橘大学 4年 與田 恵美 調和体 岡山県立岡山朝日高等学校 1年 

髙瀨 裕希 かな 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 米山 翔太 漢字 大東文化大学 2年 

田中 春菜 かな 東京学芸大学 3年 若月 真祐子 かな 瀧野川女子学園高等学校 3年 

玉田 城山 漢字 大東文化大学 2年 和田 勝美 漢字 花園大学 3年 

 2015年7月22日 

出品者名   部門  学校名 学年 出品者名   部門  学校名 学年 


