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 第２０回全日本高校・大学生書道展 書道展賞 ３２２名 50音順  
 相川 真穂 かな 島根大学 2年 梅山 多香良 かな 京都橘大学 4年 

 赤坂 怜美 かな 奈良県立桜井高等学校 2年 宇良 樹希 漢字 四国大学 1年 

 赤澤 季映 かな 香川県立高松西高等学校 3年 漆真下 仁里 漢字 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 

 赤瀬 美乃里 かな 四国大学 3年 江口 真冬 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 

 浅沼 龍希 調和体 盛岡市立高等学校 3年 江郷下 奈美 漢字 熊本県立大学 2年 

 阿知和 恵華 漢字 中京大学 4年 江田 感 漢字 東福岡高等学校 2年 

 阿部 育歩 調和体 大分高等学校 3年 榎本 佳一郎 漢字 福井工業大学 2年 

 阿部 育歩 かな 大分高等学校 3年 大井 奈峯 調和体 奈良教育大学 4年 

 荒木 廣山 漢字 東京学芸大学大学院 2年 大石 聖夢 調和体 岩手県立盛岡第四高等学校 1年 

 荒谷 めぶき 調和体 岩手県立福岡高等学校 3年 大浦 粹鈴 漢字 京都教育大学大学院 2年 

 荒谷 めぶき 漢字 岩手県立福岡高等学校 3年 大﨑 聡子 かな 東北大学 3年 

 荒屋敷 佳那 漢字 盛岡市立高等学校 3年 太田 旭美 かな 和歌山県立桐蔭高等学校 2年 

 有年 燿月 漢字 ノートルダム清心女子大学 3年 大田 千尋 かな 兵庫県立姫路南高等学校 2年 

 五十嵐 真琴 調和体 東京学館新潟高等学校 3年 大田 真尋 かな 兵庫県立姫路南高等学校 2年 

 碇 由利子 調和体 帝京大学 2年 大谷 瑞姫 漢字 兵庫県立夢前高等学校 3年 

 生野 里穂 かな 京都橘大学 3年 大槻 亮 漢字 京都橘大学 2年 

 池田 栞 漢字 立命館大学 3年 大堀 未来乃 漢字 岩手県立水沢高等学校 3年 

 石垣 遥 漢字 岐阜女子大学 3年 大見 有里奈 漢字 同志社大学 4年 

 石角 真子 漢字 盛岡市立高等学校 3年 大嶺 栞里 漢字 沖縄県立宮古高等学校 3年 

 石田 夕菜 調和体 岩手県立水沢高等学校 3年 大森 洸奈 漢字 熊本市立必由館高等学校 3年 

 石橋 蒼城 調和体 東福岡高等学校 3年 大山 藍海 漢字 熊本県立牛深高等学校 3年 

 石橋 蒼城 漢字 東福岡高等学校 3年 岡田 歩 かな 京都橘大学 3年 

 磯 知慧美 篆刻 大東文化大学 2年 岡田 兼大 漢字 兵庫県立大学校 1年 

 市川 将吾 漢字 大東文化大学 2年 小川 真依 漢字 大東文化大学 1年 

 市川 奈々 漢字 和洋女子大学 3年 沖野 聡美 漢字 岩手県立福岡高等学校 3年 

 市川 皓花 漢字 聖徳大学 4年 奥山 優子 かな 大阪ブライダル専門学校 1年 

 伊藤 咲希 漢字 盛岡市立高等学校 3年 小倉 鑿石 漢字 中京大学 4年 

 伊藤 俊輔 漢字 東福岡高等学校 2年 子谷 宗右 漢字 皇學館大学 3年 

 井上 彩伽 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 小渡 彩夏 漢字 名桜大学 3年 

 井上 筑香 漢字 筑波大学 4年 尾西 徳樹 かな 同志社大学 1年 

 井上 優真 かな 奈良県立桜井高等学校 2年 鬼塚 亜希 漢字 熊本市立必由館高等学校 3年 

 D吉 三知仁 漢字 大東文化大学 3年 小野 肖奈 漢字 岩手県立福岡高等学校 3年 

 藺牟田 星鳳 漢字 鹿児島県立短期大学 3年 小山 剛平 漢字 熊本市立必由館高等学校 3年 

 伊禮 良侃 漢字 琉球大学 4年 柿迫 利香 かな 京都女子大学 2年 

 岩下 真依 篆刻 武庫川女子大学 4年 蔭山 星羅 漢字 武庫川女子大学 4年 

 岩森 桜月 漢字 関西書道専門学校 3年 風張 悠樹 調和体 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 

 上田 絵美 かな 和歌山県立桐蔭高等学校 2年 風張 悠樹 漢字 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 

 上山 恵里 かな 岐阜女子大学 3年 樫尾 蘭 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 

 内田 俊輔 漢字 立命館大学 3年 片山 香月 漢字 龍谷大学 4年 

 梅津 姫鏡 漢字 香川大学大学院 1年 加藤 香蓮 漢字 東京都立板橋有徳高等学校 3年 

 梅林 由葵乃 漢字 大東文化大学 1年 加藤 三奈 漢字 福岡県立太宰府高等学校 2年  2015年7月22日 
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 第２０回全日本高校・大学生書道展 書道展賞 ３２２名 50音順   加藤 雄遠 漢字 中京大学 2年 後藤 嵩道 漢字 東京学館新潟高等学校 3年 

 金森 桃月 漢字 岡山県立大学 1年 小西 北翔 漢字 大東文化大学 4年 

 金谷 果林 漢字 大手前栄養学院専門学校 2年 小林 あき かな 京都橘大学 4年 

 金子 貴史 かな 四国大学 3年 小林 拓也 篆刻 東京学芸大学大学院 2年 

 金丸 幸代 かな 京都文教大学 4年 小林 七海 調和体 岩手県立盛岡南高等学校 3年 

 狩野 祐来 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 小林 廉 漢字 大分高等学校 3年 

 神谷 紗穂 漢字 岐阜女子大学 3年 米谷 美穂 漢字 中京大学 1年 

 川路 舞衣 漢字 鹿屋高等学校 3年 小森 那実 調和体 安田女子大学 4年 

 川島 柳花 漢字 西遠女子学園 1年 小山 苑佳 かな 神戸大学 3年 

 川田 美帆 漢字 近畿大学 2年 雑賀 智菜実 かな 近畿大学附属和歌山高校 2年 

 河野 由 漢字 大分高等学校 1年 齋藤 太逸 漢字 筑波大学 4年 

 川村 知世 漢字 中京大学 4年 坂井 琴葉 篆刻 奈良教育大学 3年 

 神田 詩乃 かな 岐阜女子大学 4年 阪木 星蕭 漢字 武庫川女子大学 3年 

 菊池 葵 漢字 盛岡市立高等学校 2年 阪口 友梨 かな 智辯学園奈良カレッジ高等部 2年 

 木野 世那 漢字 鹿児島実業高等学校 3年 坂本 千明 かな 奈良教育大学 2年 

 木村 春鶯 漢字 中京大学 4年 崎浜 美紗希 漢字 糸満高等学校 3年 

 桐原 寬峰 篆刻 熊本大学大学院 1年 佐々木 紅葉 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 

 銀羽 杏介 漢字 関西学院大学 2年 佐々木 理香 漢字 岩手県立盛岡北高等学校 3年 

 草加 華那 漢字 梅花女子大学 3年 佐々木 里沙 かな 神戸市外国語大学 2年 

 草木迫 聖 漢字 鹿児島実業高等学校 3年 佐藤 綾美 かな 瀧野川女子学園高等学校 3年 

 草深 麗玉 漢字 中京大学 3年 佐藤 奈未 かな 鳥取県立米子西高等学校 1年 

 楠 彩香 調和体 泉鳥取高等学校 2年 佐藤 美佳 漢字 京都橘大学 3年 

 朽木 祥子 かな 岡山県立倉敷天城高等学校 2年 佐藤 未弥美 漢字 大分高等学校 2年 

 工藤 純平 漢字 大東文化大学 1年 佐藤 未弥美 調和体 大分高等学校 2年 

 工藤 榛花 調和体 岩手県立福岡高等学校 3年 佐藤 里恵 漢字 茗溪学園高等学校 3年 

 工藤 榛花 漢字 岩手県立福岡高等学校 3年 眞田 裕太 漢字 京都教育大学大学院 1年 

 工藤 百華 かな 大分高等学校 2年 椎名 正悟 漢字 筑波大学 3年 

 國井 望 漢字 茗溪学園高等学校 3年 志田 弥生 篆刻 奈良教育大学 3年 

 國井 瞳 漢字 茗溪学園高等学校 2年 芝 愛実 漢字 同志社大学 2年 

 久保田 裕稀 かな 森ノ宮医療大学 1年 芝原 遥 漢字 京都橘大学 3年 

 熊谷 久美恵 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 清水 彩花 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 2年 

 黒岩 健人 漢字 大東文化大学 3年 下平 咲子 漢字 八戸学院光星高等学校 3年 

 黒沼 凌 かな 帝京大学 4年 住所 高志 漢字 赤穂高等学校 3年 

 黒松 愛華 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 末葭 千晶 かな 米子工業高等専門学校 2年 

 小池 功逸 漢字 大東文化大学 4年 末吉 白韻 漢字 岐阜女子大学 4年 

 小池 峰名美 漢字 龍谷大学 1年 須賀 彩連 かな 京都橘大学 3年 

 幸田 恵里佳 かな 奈良県立桜井高等学校 3年 杉本 加世 漢字 奈良教育大学 2年 

 郡 彩佳 かな 四国大学 4年 鈴木 彩日 漢字 岐阜女子大学 4年 

 古賀 悠邦 漢字 京都橘大学 4年 鈴木 花奈 漢字 立命館大学 3年 

 小澤 侑紀 漢字 岐阜女子大学 3年 鈴木 翠峰 漢字 筑波大学 3年 

 兒島 麻乃 漢字 皇學館大学 4年 鈴木 徳子 かな 京都橘大学 4年  2015年7月22日 
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 第２０回全日本高校・大学生書道展 書道展賞 ３２２名 50音順   鈴木 誠人 漢字 法政大学 2年 東内 志織 漢字 花園大学 4年 

 鈴木 里佳 かな 岩手県立盛岡北高等学校 3年 徳永 壮太 漢字 花園大学 3年 

 須藤 由芽花 かな 盛岡大学 1年 中井 亜実 かな 京都橘大学 3年 

 砂川 千草 漢字 小禄髙等学校 1年 永井 青蘭 漢字 椙山女学園大学 4年 

 関 春菜 漢字 立命館大学 2年 長尾 由樹美 かな 香芝高等学校 3年 

 関 優子 かな 奈良教育大学 2年 中上 夏帆 漢字 岡山県立岡山操山高等学校 2年 

 関場 百香 漢字 岡山・建部医療福祉専門学校 1年 中沢 琇雲 漢字 大阪府立花園高等学校 3年 

 園部 由莉 漢字 筑波大学 2年 中堤 彩歌 調和体 岩手県立福岡高等学校 3年 

 高岡 佑莉 漢字 京都暁星高等学校 1年 中根 清逕 漢字 中京大学 2年 

 髙木 優 かな 明誠学院高等学校 2年 中野 佑衣 かな 四国大学 2年 

 髙﨑 恵風 漢字 関西書道専門学校 3年 中俣 助香 漢字 鹿児島国際大学 3年 

 髙瀨 裕希 調和体 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 中村 絵里奈 かな 同志社高等学校 3年 

 髙瀨 裕希 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 3年 中村 帆香 かな 奈良県立桜井高等学校 3年 

 髙野 早紀 かな 京都橘大学 4年 中山 佳帆 かな 城南静岡高等学校 2年 

 髙橋 愛友美 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 1年 永山 瑞季 漢字 鹿児島県立甲南高等学校 2年 

 髙橋 美夏子 かな 東北芸術工科大学 3年 中山 和香奈 かな 奈良教育大学 1年 

 高橋 里佳 調和体 岩手県立福岡高等学校 3年 那須 彩乃 調和体 明誠学院高等学校 3年 

 高橋 理歩 調和体 岩手県立水沢高等学校 3年 仁木 九翠 漢字 ノートルダム清心女子大学 3年 

 田北 美森 かな 京都橘大学 3年 西嶋 法子 漢字 京都教育大学 3年 

 田口 澄徑 漢字 中京大学 3年 西田 香邨 かな 花園大学 4年 

 竹内 紫乃 漢字 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 2年 西田 萌え 漢字 京都教育大学 2年 

 竹下 朋香 漢字 福井県立福井商業高等学校 3年 西村 翼 漢字 立命館大学 2年 

 武山 藍 漢字 長崎県立大学 3年 新葉 由実 かな 京都橘大学 3年 

 田代 瑞峯 漢字 佐賀北高等学校 3年 布野 仁美 かな 奈良教育大学 2年 

 棚橋 奈央 漢字 京都橘大学 2年 野上 経矩 漢字 岩手県立水沢高等学校 3年 

 谷 美波 かな 兵庫県立豊岡総合高等学校 3年 野尻 水希 漢字 岐阜県立飛騨高山高等学校 2年 

 田上 彩乃 かな 武庫川女子大学 1年 南風盛 桜佳 漢字 岐阜女子大学 2年 

 田原 園巳 かな 小林聖心女子学院 1年 萩原 稚葉 漢字 甲南大学 3年 

 玉井 菊乃 漢字 和歌山県立田辺高等学校 3年 橋本 薫 かな 四国大学 1年 

 玉田 城山 調和体 大東文化大学 2年 長谷 晏里 かな 二松学舎大学 4年 

 田村 友唯 漢字 鳥取西高等学校 3年 長谷川 峰林 調和体 福岡大学 4年 

 丹下 華苑 かな 岐阜聖徳学園高校 3年 波多 里衣子 かな 開智高等学校 3年 

 千田 まどか 漢字 岩手県立水沢高等学校 3年 畑田 美咲都 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 

 千田 まどか 調和体 岩手県立水沢高等学校 3年 花宮 蓮 かな 大分高等学校 3年 

 血原 萌華 漢字 福井大学 1年 馬場 悠華 かな 明誠学院高等学校 2年 

 次石 帆志 漢字 立命館大学 4年 濵元 沙鴎 調和体 東福岡高等学校 3年 

 辻本 剛優 漢字 近畿大学校 1年 林 ちひろ 漢字 京都府立嵯峨野高等学校 2年 

 坪谷 玖沙 漢字 兵庫県立明石北高等学校 2年 早瀬 容子 かな 尾道市立大学 3年 

 寺町 美咲 漢字 立命館大学 3年 原 明子 篆刻 京都橘大学 3年 

 寺山 美空 漢字 東京学館新潟高等学校 3年 原 杏実 調和体 皇學館大学 4年 

 土居 由奈 かな 和歌山私立和歌山信愛高等学校 2年 原 澄礼 漢字 岩手県立盛岡第一高等学校 1年  2015年7月22日 
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 第２０回全日本高校・大学生書道展 書道展賞 ３２２名 50音順   原田 祥伍 かな 大分高等学校 3年 森川 綾香 かな 四国大学 2年 
 原田 実穂 かな 四国大学 4年 森川 幸恵 かな 奈良教育大学大学院 2年 

 東 那摘 漢字 京都造形芸術大 2年 盛田 美羽 漢字 岩手県立福岡高等学校 1年 

 平岡 莉歩 漢字 五ヶ瀬中等教育学校 4年 森中 初花 篆刻 明誠学院高等学校 2年 

 平賀 可純 調和体 京都橘大学 2年 安井 清翠 漢字 南山大学 3年 

 平田 恭悟 漢字 鹿児島実業高等学校 2年 柳舘 優衣 漢字 盛岡市立高等学校 2年 

 深江 理央 かな 奈良県立桜井高等学校 2年 山内 碧 漢字 花園大学 4年 

 福有 紗季 かな 大阪教育大学 4年 山縣 結芽子 かな 米子北斗高等学校 1年 

 福山 陽菜 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 山口 穂乃果 漢字 岩手県立福岡高等学校 2年 

 藤井 馨 かな 四天王寺高等学校 2年 山口 雄生 篆刻 大東文化大学 1年 

 藤井 世樹 漢字 大東文化大学 4年 山﨑 慎也 漢字 大東文化大学 2年 

 藤川 未来 漢字 神戸大学 3年 山﨑 桃雲 調和体 福岡大学 3年 

 藤田 優依 かな 尚絅大学 1年 山里 彩遥 漢字 四国大学 2年 

 藤田 零女 かな 大東文化大学 4年 山路 理加 かな 京都教育大学 2年 

 藤原 梨仙 漢字 神戸親和女子大学 3年 山下 依世 かな 京都橘大学 1年 

 細川 椿 漢字 琉球大学 2年 山下 櫻 かな ノートルダム清心女子大学 3年 

 穂満 友理 漢字 鹿児島実業高等学校 3年 山下 拓真 調和体 熊本大学 1年 

 堀井 紫帆 漢字 佛教大学 4年 山田 映泉 漢字 大東文化大学 4年 

 堀切 奈々 漢字 鹿児島県立甲南高等学校 2年 山田 真悠子 かな 光ヶ丘女子高等学校 2年 

 松枝 朋美 調和体 鹿児島県立吹上高等学校 3年 大和 優作 漢字 立命館大学 5年 

 松本 景春 漢字 中京大学 4年 山中 理紗 漢字 鹿児島県立甲南高等学校 3年 

 松本 弥生 調和体 岩手県立水沢高等学校 3年 山ノ井 亮佑 漢字 岡山理科大学 1年 

 松本 理沙 調和体 第二高等学校 3年 山辺 航平 調和体 京都橘大学 3年 

 松本 瞭子 かな 米子東高等学校 2年 山本 彩香 かな 米子工業高等専門学校 1年 

 松山 将士 かな 奈良県立桜井高等学校 3年 山本 悠佳 漢字 福岡教育大学 2年 

 間野 貴文 漢字 岐阜高等学校 3年 湯淺 光峰 漢字 大東文化大学大学院 2年 

 三浦 多恵 調和体 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 豊 百合 かな 福岡教育大学大学院 2年 

 三重 奈央 漢字 大阪市立工芸高等学校 3年 與古田 彩乃 漢字 沖縄国際大学 1年 

 三木 愛実 かな 兵庫県立姫路南高等学校 3年 吉田 早織 かな 京都橘大学 4年 

 御園 紅美 調和体 鹿児島県立武岡台高等学校 3年 吉成 和香 漢字 大東文化大学 2年 

 三田 菜月 漢字 京都府立宮津高等学校 3年 與田 櫻舟 漢字 岡山大学 1年 

 光永 華乃 漢字 人吉高校 3年 四谷 美桜 調和体 岩手県立水沢高等学校 2年 

 峯林 未奈子 漢字 奈良県立桜井高等学校 3年 ラウター マティア 篆刻 愛知県立岩倉総合高等学校 3年 

 宮田 夏奈 漢字 奈良県立桜井高等学校 2年 渡邊 豊翔 かな 帝京大学 3年 

 宮野 百花 漢字 盛岡市立高等学校 2年 渡邊 豊翔 調和体 帝京大学 3年 

 向井 和希 かな 和歌山県立桐蔭高等学校 2年 

 村上 直杜 かな 和歌山県立和歌山商業高等学校 2年 

 村瀬 愛実 漢字 岐阜聖徳学園大学 1年 

 女鹿 沙織 漢字 盛岡市立高等学校 3年 

 百地 拓窓 調和体 奈良教育大学 3年 

 森 明日香 かな 九州女子大学 4年  2015年7月22日 
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