
少年部入選者名簿

＜幼・保・こ園＞

入選　(　１点　) 部門≪　書　写　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 早水 梨紗 いづみ第２幼稚園 年長

＜小学校＞

入選　(　６０点　) 部門≪　書　写　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 丹羽 琉惺 蘇原第二小学校 １年

2 橋本 透 根本小学校 １年

3 安おか りおな 尾崎小学校（各務原市） ２年

4 倉地 春花 南姫小学校 ２年

5 髙橋 唯華 早田小学校 ３年

6 江﨑 玄多 早田小学校 ３年

7 登田 晟路 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ３年

8 黒木 颯翼 鵜沼第二小学校 ３年

9 髙井 蒼空 鵜沼第二小学校 ３年

10 畑中 奏音 鵜沼第二小学校 ３年

11 松田 澪奈 北方南小学校 ３年

12 西尾 心汰 七郷小学校 ３年

13 鈴木 愛佳 明郷小学校 ４年

14 森 愛果 早田小学校 ４年

15 中田 怜良 早田小学校 ４年

16 森山 涼音 早田小学校 ４年

17 江川 明里 早田小学校 ４年

18 遠松 芽夕 鵜沼第一小学校 ４年

19 吉岡 慶将 鵜沼第一小学校 ４年

20 小林 滉大 鵜沼第二小学校 ４年

21 永田 希衣 鵜沼第二小学校 ４年

22 坂本 ちとせ 蘇原第二小学校 ４年

23 鈴村 友彩 本巣小学校 ４年

24 森 哉太 北方小学校（北方町） ４年

25 小森 明葉 興文小学校 ４年



26 吉田 和加 今尾小学校 ４年

27 奥村 愛菜 南姫小学校 ４年

28 内堀 稟子 岐阜聖徳学園大学附属小学校 ５年

29 笠井 佳那 早田小学校 ５年

30 宮川 大雅 尾崎小学校（各務原市） ５年

31 櫻井 緋乃 鵜沼第一小学校 ５年

32 杉山 汐莉 鵜沼第二小学校 ５年

33 藤井 麻衣 鵜沼第二小学校 ５年

34 水谷 海詩 陵南小学校 ５年

35 吉田 幸知 陵南小学校 ５年

36 五島 愛佳莉 蘇原第二小学校 ５年

37 服部 叶 蘇原第二小学校 ５年

38 三條 杏奈 中央小学校（各務原市） ５年

39 古田 莉子 南小学校（大垣市） ５年

40 太田 柚羽 仁木小学校 ５年

41 塚原 彩乃 金竜小学校 ５年

42 松尾 桃花 金竜小学校 ５年

43 島津 愛奈 大中小学校 ５年

44 浜上 将梧 早田小学校 ６年

45 鎌倉 伊吹 長良東小学校 ６年

46 大竹 優華 岐阜大学教育学部附属小中学校 ６年

47 佐賀井 菜緒 鵜沼第一小学校 ６年

48 白石 芽生 鵜沼第一小学校 ６年

49 藤田 遥 鵜沼第一小学校 ６年

50 鈴村 奈々 鵜沼第二小学校 ６年

51 水谷 彩海 鵜沼第二小学校 ６年

52 山本 幸來 八木山小学校 ６年

53 寺畑 更紗 陵南小学校 ６年

54 渡邊 悠莉那 各務小学校 ６年

55 浅尾 有里奈 蘇原第一小学校 ６年

56 小俣 優楓 興文小学校 ６年

57 中島 芭瑠 南小学校（大垣市） ６年

58 黒見 朔太郎 宇留生小学校 ６年



59 家倉 実怜 中川小学校 ６年

60 的場 麗太 濃南小学校 ６年

＜中学校＞

入選　(　２６点　) 部門≪　書　写　≫

通番 氏 名 学校(園)名 学年

1 寺岡 柚葉 岐北中学校 １年

2 森野 双葉 桜丘中学校 １年

3 河田 紗奈 鵜沼中学校 １年

4 鈴木 湧士 鵜沼中学校 １年

5 坂本 はつね 蘇原中学校 １年

6 堀江 奏良 中央中学校(各務原市) １年

7 牧村 安莉 中央中学校(各務原市) １年

8 山田 遥都 中央中学校(各務原市) １年

9 小泉 沙織 北方中学校 １年

10 後藤 清之介 北方中学校 １年

11 西垣 花音 北方中学校 １年

12 西山 沙歩 北中学校(大垣市) １年

13 今井田 ゆづき 本荘中学校 ２年

14 阿部 望 鵜沼中学校 ２年

15 苅谷 茉優 鵜沼中学校 ２年

16 伊藤 楓 中央中学校(各務原市) ２年

17 佐藤 ほの 中央中学校(各務原市) ２年

18 辻 あかり 中央中学校(各務原市) ２年

19 寺畑 凪紗 中央中学校(各務原市) ２年

20 三摩 結子 南中学校(大垣市) ２年

21 秋田 実咲 川島中学校 ３年

22 黒木 直人 中央中学校(各務原市) ３年

23 藤井 雅也 中央中学校(各務原市) ３年

24 寸田 和紗 興文中学校 ３年

25 江尻 咲耶 星和中学校 ３年

26 渡邉 愛菜 川辺中学校 ３年


