
第14回全国龍馬コンクール【書道部門】 入選者（敬称略） 

№ 名 前 学校・団体名 学年 文 字 

1 田村 莉理 田村書道教室 中１ 龍馬 

3 西本 葵 京都府八幡市立くすのき小学校 小６ 文明開化 

5 青木 結愛 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

29 金田 咲良 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

33 佐々木 愛琉 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

36 田中 咲衣 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

46 前川 琴南 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

48 三好 夕羽 北斗市立大野小学校 小６ 龍馬 

62 髙田 昊汰 北斗市立大野小学校 小５ 明治 

65 田中 咲来 北斗市立大野小学校 小５ 明治 

78 岡村 琉唯 北斗市立大野小学校 小５ 明治 

88 竹端 奏仁 北斗市立大野小学校 小５ 明治 

94 鍋谷 弘稀 北斗市立大野小学校 小５ 明治 

101 大石 ちえり 五所川原市立第一中学校 中２ 龍馬の挑戦 

104 油川 まほの とかち帯広ＹＭＣＡ 小１ ぶし 

112 佐藤 会華 とかち帯広ＹＭＣＡ 小４ 土佐 

115 亀山 咲希 とかち帯広ＹＭＣＡ 小５ 英雄 

119 高橋 茉子 とかち帯広ＹＭＣＡ 小５ 元治 

130 城ケ辻 彩希 日本もちかたアカデミー 中３ 龍馬の夢 

131 大城 羽花 日本もちかたアカデミー 中３ 亀山社中 

134 田中 夏帆 日本もちかたアカデミー 中２ 亀山社中 

139 杉 虹音 日本もちかたアカデミー 中１ 亀山社中 

143 朝廣 心音 日本もちかたアカデミー 小６ 龍馬 

168 安里 奏 真栄原書道教室 小２ さつま 

176 木場 晴香 滴穂書法会 中３ 郷中教育 

177 木場 亮宏 滴穂書法会 小５ 開国 

179 水野 花音 滴穂書法会 小５ 開国 

185 中嶋 瑠唯 滴穂書法会 中２ 大政奉還 

199 緑川 晴香 滴穂書法会 中２ 大政奉還 

232 江藤 寧音 滴穂書法会 中２ 大政奉還 

240 神原 結愛 彩香こはる書道教室 中２ 龍馬 

252 眞田 歩咲 川越市立川越西小学校 小３ 土佐 

258 佐野 祐利愛 あじさい 小４ ばくまつ 

313 中井 彩希子 金沢市立医王山小学校  小６ 亀山社中 

316 須永 聖七 和賀塾 高３ 何でも思い切って 

378 上岡 心結 宇陀市立榛原中学校 中２ 幕末の志士 

382 西窪 翠紗葵 雨春書院 小１ ぶし 

386 菜花 惺 雨春書院 小２ げんじ 

388 堀井 胡桃 雨春書院 小２ ゆきち 

395 鳥巣 美羽 雨春書院 小２ りょうま 

400 三友 優里佳 雨春書院 小３ 元治 

401 鯨井 環 雨春書院 小３ 侍 

402 中村 紗葉 雨春書院 小３ 武士 
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404 福島 綾弥乃 雨春書院 小３ あつひめ 

408 福井 心音 雨春書院 小３ ばくまつ 

417 清水 悠真 雨春書院 小４ 土佐 

428 湯本 京花 雨春書院 小４ 和宮 

440 小池 葉月 雨春書院 小５ 維新 

448 原田 結梨 雨春書院 小５ 篤姫 

461 向井 智紗子 雨春書院 小６ 龍馬 

479 森田 皐月 雨春書院 中１ 龍馬 

480 北島 瑠人 雨春書院 中１ 龍馬 

490 内野 詩絵里 雨春書院 中２ 龍馬 

491 中川 楓華 雨春書院 中２ 龍馬 

492 丘村 楓季 雨春書院 中３ 龍馬 

503 藤原 沙耶佳 今中書道教室 中２ 海援隊 

513 蔡 家光 台灣 漢字筆賽開講館 中２ 龍馬 

517 萩原 由希子  一般 
文開く衣の袖は濡れにけり 

海より深き君が美心 

529 石川 沙南 朝友書院 小６ 幕末志士 

561 木下 結登 大分の小さな書道教室 小４ 土佐 

566 門谷 侑芽 大分の小さな書道教室 小４ 土佐 

576 阿部 かのん 大分の小さな書道教室 小２ けん 

581 伊達 葵 大分の小さな書道教室 小１ さつま 

588 門谷 歩武 大分の小さな書道教室 ５歳 けん 

608 山川 碧生 HISTORY書道教室 小２ きりしま 

615 石﨑 雅人 HISTORY書道教室 小４ 土佐 

626 安田 紬 HISTORY書道教室 小５ 剣術修行 

628 藤森 飛羽 HISTORY書道教室 小５ 坂本龍馬 

631 川西 ゆい夏 HISTORY書道教室 小６ 船中八策 

637 石﨑 和真 HISTORY書道教室 中２ 維新の志士 

650 松本 愛那 墨の教室 小５ 龍馬 

656 門田 亜采 墨の教室 中１ 大政奉還 

691 古松 一希 香月書道教室 小３ 江戸 

703 髙山 弦 鵜飼習字教室 小３ くろふね 

732 黒瀬 心 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中１ 龍馬 

734 金谷 美千瑠 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中１ 日本を今一度せんたくいたし申候 

740 関口 凜子 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中２ 慎重もええが思い切った 

743 小南 柚楽 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中３ 龍馬 

745 橋本 心花 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中３ 慎重もええが思い切った 

754 三上 奈夏 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中２ 備前長船清光 

756 石川 和毅 函館市立銭亀沢中学校 書道部 中３ 大政奉還 

764 石田 梨緒 東天書道会 大２ 人間というものは 

769 山谷 晃 東天書道会 小６ 海援隊 

777 葛西 天蘭 東天書道会 一般 大政奉還 

781 鎌田 泰輔 東天書道会 中３ 維新の志士 
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787 花田 なゆか 東天書道会 中２ 龍馬と海舟 

814 成田 來実 東天書道会 中３ 土佐の藩士 

815 山本 悠悟 東天書道会 中３ 幕末の英雄 

832 工藤 璃子 東天書道会 中１ 坂本龍馬 

869 坂上 舞桜 汀書会 中３ 薩長同盟 

870 藤井 花 汀書会 一般 文開く衣の袖は～ 

880 酒井 莉音 松前町立松前中学校 中２ 明治 

889 村上 結羽 竹平書道塾 中３ 幕末 

896 有道 統実 山口大学教育学部附属山口小学校 小２ かいこく 

 


