
作品番号 名前 県名 学校名 学年 賞 宮古関係

1 A1044 川満
かわみつ

華帆
かほ 沖縄県 宮古島市立平一小学校 3 大　賞 宮古島市

2 A1129 仲座
なかざ

　凜
りん 沖縄県 白川小学校 5 大　賞

3 B109 齋藤
さいとう

晴
はる

菜
な 東京都 江戸川区立鹿骨中学校 2 大　賞

4 C626 小玉
こだま

結
ゆう

愛
な 北海道 札幌市立札幌開成中等教育学校 2 大　賞

5 E214 鈴木
すずき

陽子
ようこ 東京都 一般 大　賞

6 C271 戸張
とばり

夏
なつ

輝
き 東京都 東京都立王子特別支援学校 1 美術新聞社賞

7 E78 百瀬
ももせ

景
けい

園
えん 長野県 一般 美術新聞社賞

8 B84 来間
くりま

ひなた 沖縄県 平良中学校 3 宮古島市長賞 宮古島市

9 E28 小田桐
おだぎり

恵子
けいこ 神奈川県 一般 宮古島市長賞

10 A727 夏
なつ

　琬
えん

晴
せい 東京都 江戸川区立西葛西小学校 6 宮古島市教育長賞

11 E77 武川
たけかわ

千
せん

鳳
ほう 長野県 一般 宮古島市教育長賞

12 A922 佐和田
さわだ

莉
り

子
こ 沖縄県 上野小学校 3 宮古島市文化協会賞 宮古島市

13 E55 髙橋
たかはし

玲
れい

華
か 東京都 一般 宮古島市文化協会賞

14 A3 ひがりみ 沖縄県 宮古島市立南小学校 2 準大賞 宮古島市

15 A899 玉田　彩 広島県 呉市立広小学校 2 準大賞

16 A52 福田心都 埼玉県 春日部市立幸松小学校 2 準大賞

17 A968 黒田英新 大阪府 守口市立さつき学園 3 準大賞

18 A892 笛野戸柚七 広島県 呉市立原小学校 3 準大賞

19 A923 本村彩姫 沖縄県 宮古島市立上野小学校 3 準大賞 宮古島市

20 A1046 田多希海 沖縄県 宮古島市立城辺小学校 3 準大賞 宮古島市

21 A782 関口果愛 埼玉県 さくら小学校 4 準大賞

22 A874 玉田　梁 広島県 呉市立広小学校 4 準大賞

23 A37 柳清愛音 富山県 高岡市立中田小学校 5 準大賞

24 A798 喜瀬心海 沖縄県 浦添市立当山小学校 6 準大賞

25 A1069 下地杏梨 沖縄県 宮古島市立城辺小学校 6 準大賞 宮古島市

26 A1110 下地沙和 沖縄県 宮古島市立鏡原小学校 6 準大賞 宮古島市

27 A935 砂川俐衣奈 沖縄県 宮古島市立上野小学校 6 準大賞 宮古島市

28 B81 友利心羽寧 沖縄県 宮古島市立鏡原中学校 1 準大賞 宮古島市

29 B116 尾原暖乃 東京都 区立深沢中 1 準大賞

30 B110 齋藤陽菜 東京都 江戸川区立鹿骨中学校 2 準大賞

31 B134 松本柚乃 埼玉県 百間中学校 2 準大賞

32 B161 下地愛梨 沖縄県 宮古島市立上野中学校 2 準大賞 宮古島市

33 B237 沼田七海 兵庫県 白陵中学校 2 準大賞

34 B260 松川侑愛 沖縄県 宮古島市立城東中学校 3 準大賞 宮古島市

35 C18 千田花衣 富山県 富山県立高岡高等学校 1 準大賞

36 C337 松島舞依 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学校 3 準大賞

37 C411 仲村春佑 沖縄県 沖縄県立与勝高等学校 2 準大賞

38 C536 半田 輝莉 兵庫県 白陵高等学校 2 準大賞

39 C541 鬼丸乃々佳 兵庫県 白陵高等学校 1 準大賞

40 C214 吉田麗奈 兵庫県 神戸甲北高等学校 3 準大賞

41 C16 越後鈴実 富山県 高岡龍谷高等学校 3 準大賞

42 E52 門村紫遊 千葉県 一般 準大賞

43 E53 小篠華煌 東京都 一般 準大賞

44 E56 滝澤水菜 東京都 一般 準大賞

45 E61 村國春峯 東京都 一般 準大賞

46 E66 上條果泉 長野県 一般 準大賞

第6回全国はがき筆文字展「上位入賞者名簿」




























