
書部門

最優秀賞：１名 ※学年別五十音順

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 西井　颯杜 にしい　はやと 中２ 和歌山市

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 池田　統真 いけだ　とうま 小１ 和歌山市

書 堀江　萌朱 ほりえ　もか 小３ 有田市

書 小倉　琥桜 おぐら　こお 小６ 海南市

書 河内　菜々香 かわうち　ななか 中３ 紀の川市

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 丸野　杏莉 まるの　あんり 小１ 有田川町

書 植野　良太 うえの　りょうた 小２ 有田川町

書 竹中　唯雲 たけなか　ただゆく 小２ 有田市

書 田村　友唯 たむら　ゆい 小２ 紀の川市

書 伊藤　由莉 いとう　ゆり 小３ 和歌山市

書 齋藤　美空 さいとう　みそら 小３ 和歌山市

書 野田　明希 のだ　あき 小４ 和歌山市

書 山本　萌愛 やまもと　もえ 小４ 美浜町

書 橋本　早究 はしもと　さく 小５ 有田市

書 濱田　泰輔 はまだ　たいすけ 小５ 海南市

書 岸本　麻友香 きしもと　まゆか 小６ 海南市

書 前岡　沙弥 まえおか　さや 小６ 紀の川市

書 新宅　彩耶香 しんたく　さやか 中１ 和歌山市

書 直川　阿香里 のうがわ　あかり 中１ 日高町

書 丸野　心花 まるの　ここみ 中２ 有田川町

書 伏木　千晴 ふしき　ちはる 中３ 和歌山市

優秀賞：４名

特別賞：１６名



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 籠谷　美織 かごたに　みおり 小１ 湯浅町

書 紙屋　奈央 かみや　なお 小１ 和歌山市

書 川口　紗和 かわぐち　さわ 小１ 有田市

書 竹山　莉心 たけやま　りこ 小１ 和歌山市

書 中本　葵 なかもと　あおい 小１ 湯浅町

書 橋本　結 はしもと　ゆい 小１ 御坊市

書 前山　愛心 まえやま　あこ 小１ 広川町

書 三宅　杏奈 みやけ　あんな 小１ 海南市

書 山本　朱里 やまもと　あかり 小１ 美浜町

書 山本　楓 やまもと　かえで 小１ 和歌山市

書 弓倉　綾乃 ゆみくら　あやの 小１ 印南町

書 岩﨑　美月 いわさき　みづき 小２ 海南市

書 大臣　孝平 おおとみ　こうへい 小２ 海南市

書 川口　結加 かわぐち　ゆうか 小２ 和歌山市

書 國中　心羽 くになか　こはね 小２ 有田市

書 雑賀　望彩 さいか　のあ 小２ 有田市

書 嶋田　結菜 しまだ　ゆいな 小２ 有田市

書 寺井　崚真 てらい　りょうま 小２ 日高町

書 寺尾　颯悟 てらお　そうご 小２ 御坊市

書 中　琴加 なか　ことか 小２ 有田川町

書 長尾　凌空 ながお　りく 小２ 和歌山市

書 西田　幸ノ介 にしだ　こうのすけ 小２ 御坊市

書 原出　宝弥 はらで　ともや 小２ 御坊市

書 福本　優里奈 ふくもと　ゆりな 小２ 海南市

書 堀　愛奈　 ほり　あいな 小２ 有田市

書 松村　環 まつむら　たまき 小２ 御坊市

書 松本　心華 まつもと　こはな 小２ 和歌山市

書 松元　千桜 まつもと　ちお 小２ 和歌山市

書 宮井　愛仁華 みやい　あにか 小２ 湯浅町

書 村岡　采音 むらおか　ことね 小２ 美浜町

書 森　七海 もり　ななみ 小２ 和歌山市

書 藪内　結愛 やぶうち　ゆな 小２ 有田市

書 井上　彩菜 いのうえ　あやな 小３ 海南市

書 今西　郁登 いまにし　いくと 小３ 有田市

書 岩橋　輝季 いわはし　てるき 小３ 和歌山市

書 浦賀　浬央 うらが　りお 小３ 和歌山市

書 大原　範士 おおはら　のりと 小３ 紀の川市

書 小幡　紅葉 おばた　くれは 小３ 湯浅町

入選：１７２名



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 折工　祈優 おりく　きさら 小３ 有田市

書 笠井　康弘 かさい　よしみつ 小３ 御坊市

書 児島　莉柚 こじま　りず 小３ 有田市

書 峪　瞳和 さこ　とわ 小３ 日高町

書 佐々木　亜耶乃 ささき　あやの 小３ 有田市

書 瀧川　望叶 たきがわ　もか 小３ 有田市

書 田廣　侑季 たひろ　ゆき 小３ 有田市

書 津村　羽琉 つむら　はる 小３ 和歌山市

書 永江　右京 ながえ　うきょう 小３ 美浜町

書 中西　仁美 なかにし　ひとみ 小３ 有田市

書 畑中　冴月 はたなか　さつき 小３ 海南市

書 福地　克友 ふくち　かつとも 小３ 和歌山市

書 福本　汐梨 ふくもと　しおり 小３ かつらぎ町

書 松本　脩暉 まつもと　しゅうき 小３ 御坊市

書 水田　莉瑚 みずた　りこ 小３ 日高町

書 宮井　偉成 みやい　いな 小３ 有田市

書 三好　ひな みよし　ひな 小３ 御坊市

書 向山　陽毬 むかいやま　ひまり 小３ 有田市

書 森　優月 もり　ゆづき 小３ 海南市

書 柳木　心菜実 やなぎ　こなみ 小３ 日高町

書 山口　真依 やまぐち　まい 小３ 和歌山市

書 山本　莉実 やまもと　りみ 小３ 日高町

書 由良　妃奈子 ゆら　ひなこ 小３ 有田川町

書 浅井　悠花 あさい　ゆうか 小４ 和歌山市

書 有本　安織 ありもと　あおり 小４ 有田市

書 伊藤　綾音 いとう　あやね 小４ 有田市

書 岩嵜　愛蘭 いわさき　あえら 小４ 日高町

書 岩本　芽依 いわもと　めい 小４ 海南市

書 井辺　美莉 いんべ　みり 小４ 岩出市

書 大江　茉倖 おおえ　まこ 小４ 美浜町

書 喜田　葵 きだ　あおい 小４ 和歌山市

書 竹山　愛瑠 たけやま　あいる 小４ 日高町

書 土塀　舞佳 どべ　まいか 小４ 日高町

書 中井　駿 なかい　しゅん 小４ 有田市

書 中川　結莉乃 なかがわ　ゆりの 小４ 和歌山市

書 中西　恵理 なかにし　えり 小４ 海南市

書 中前　愛莉 なかまえ　あいり 小４ 岩出市

書 中村　颯佑 なかむら　そうすけ 小４ 日高町

書 中本　美咲 なかもと　みさき 小４ 御坊市



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 成川　藍那 なりかわ　あいな 小４ 有田市

書 西浦　琉ノ亜 にしうら　るのあ 小４ 海南市

書 林　紗良 はやし　さら 小４ 美浜町

書 古澤　璃久 ふるさわ　りく 小４ 和歌山市

書 堀江　莉望 ほりえ　りの 小４ 有田市

書 前北　純平 まえきた　じゅんぺい 小４ 有田川町

書 的塲　浩輝 まとば　ひろき 小４ 日高川町

書 三宅　祥太 みやけ　しょうた 小４ 海南市

書 村田　直也 むらた　なおや 小４ 有田市

書 山田　眞生 やまだ　まい 小４ 御坊市

書 吉川　沙耶 よしかわ　さや 小４ 御坊市

書 愛宕　諒士 あたご　まこと 小５ 海南市

書 石川　菜那 いしかわ　なな 小５ 御坊市

書 岩澤　優寿 いわさわ　ゆず 小５ 新宮市

書 榎原　みづき えはら　みづき 小５ 和歌山市

書 大川　愛乃 おおかわ　ちかの 小５ 新宮市

書 籠谷　彩香 かごたに　あやか 小５ 湯浅町

書 川脇　佑月 かわわき　ゆづき 小５ 海南市

書 北裏　莉子 きたうら　りこ 小５ 有田市

書 久堀　彩夢 くぼり　あゆね 小５ 御坊市

書 佐々木　泰寿 ささき　たいじゅ 小５ 有田市

書 塩﨑　梨温 しおざき　りおん 小５ 有田川町

書 筋原　奈緒子 すじはら　なおこ 小５ 和歌山市

書 沙原　もも すなはら　もも 小５ 海南市

書 諏訪　のぞみ すわ　のぞみ 小５ 有田市

書 瀬戸　龍 せと　りゅう 小５ 岩出市

書 靍谷　咲良 つるたに　さら 小５ 橋本市

書 天満　悠翔 てんま　ゆうと 小５ 日高町

書 中嶋　理乃 なかじま　りの 小５ 和歌山市

書 中田　マリア なかた　まりあ 小５ 御坊市

書 藤田　芽衣 ふじた　めい 小５ 海南市

書 的場　匠海 まとば　たくみ 小５ 和歌山市

書 宮﨑　蒼太 みやざき　そうた 小５ 日高町

書 由良　心春 ゆら　こはる 小５ 有田川町

書 泉　拓篤 いずみ　ひろあつ 小６ 和歌山市

書 岩﨑　悠桃 いわさき　ゆうと 小６ 有田市

書 岩本　璃子 いわもと　りこ 小６ 海南市

書 川村　灯桜 かわむら　ひおう 小６ 海南市

書 小出　煌莉 こいで　きらり 小６ 日高町



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 後藤　果琳 ごとう　かりん 小６ 御坊市

書 佐々木　愛実 ささき　まなみ 小６ 美浜町

書 塩崎　奈々 しおざき　なな 小６ 和歌山市

書 島村　瞳空 しまむら　あいら 小６ 和歌山市

書 滝本　心絆 たきもと　ここは 小６ 日高町

書 武田　悠 たけだ　はると 小６ 岩出市

書 長﨑　舞桜 ながさき　まお 小６ 海南市

書 中西　凛 なかにし　りん 小６ 海南市

書 中野　心愛 なかの　ここあ 小６ 美浜町

書 中村　ほたる なかむら　ほたる 小６ 岩出市

書 中本　悠都 なかもと　ゆうと 小６ 御坊市

書 鳴川　真璃 なるかわ　まり 小６ 日高川町

書 新野　莉佳子 にいの　りかこ 小６ 御坊市

書 西　瑛都 にし　えいと 小６ 岩出市

書 堀江　結菜 ほりえ　ゆな 小６ 有田市

書 前山　穂果 まえやま　ほのか 小６ 海南市

書 松永　帆夏 まつなが　ほのか 小６ 日高町

書 宮井　星司 みやい　じょうじ 小６ 湯浅町

書 森口　心陽 もりぐち　こはる 小６ 和歌山市

書 山田　紡 やまだ　つむぐ 小６ 岩出市

書 上山　綾音 うえやま　あやね 中１ 有田市

書 笠井　惟永 かさい　ゆな 中１ 御坊市

書 北谷　紫陽 きただに　しはる 中１ 岩出市

書 木下　愛理 きのした　あいり 中１ 岩出市

書 久保　瑠美 くぼ　るみ 中１ 海南市

書 粉川　隼汰 こかわ　はやた 中１ 岩出市

書 阪本　莉奈 さかもと　りな 中１ 紀の川市

書 椎木　葉菜 しいき　はな 中１ 海南市

書 髙石　日玖 たかいし　はるく 中１ 岩出市

書 土井　愛莉 どい　あいり 中１ 和歌山市

書 畠中　彩衣 はたなか　さえ 中１ 岩出市

書 北東　杏梨 ほくとう　あんり 中１ 海南市

書 赤阪　春香 あかさか　はるか 中２ 海南市

書 大山　瑚心 おおやま　こころ 中２ 海南市

書 川上　蒼空 かわかみ　そら 中２ 海南市

書 髙畑　由歩 たかはた　ゆきほ 中２ 美浜町

書 滝　琴乃 たき　ことの 中２ 有田川町

書 玉置　未桜 たまき　みお 中２ 有田市

書 土屋　柚乃 つちや　ゆずの 中２ 日高町



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村名

書 野上　正登 のかみ　まさと 中２ 海南市

書 橋本　学玖 はしもと　がく 中２ 有田市

書 浜松　壱彩 はままつ　いっさ 中２ 海南市

書 林　心音 はやし　ここね 中２ 日高町

書 江川　乃愛 えかわ　のあ 中３ 有田市

書 加納　愛心 かのう　あさみ 中３ 和歌山市

書 粉川　珠羽 こかわ　みはね 中３ 岩出市

書 最明　希香 さいみょう　のぞか 中３ 日高町

書 下枝　ゆり しもえだ　ゆり 中３ 和歌山市

書 玉木　梨夢 たまき　りむ 中３ 有田川町

書 中山　蒼以 なかやま　あおい 中３ 岩出市

書 畠中　毬帆 はたなか　まほ 中３ 岩出市

書 蜂谷　和威 はちや　かい 中３ 湯浅町

書 濱田　純寧 はまだ　すみね 中３ 海南市

書 平山　絢菜 ひらやま　あやな 中３ 和歌山市

書 前山　楓杏 まえやま　ふうあ 中３ 海南市

書 力津　彩愛 りきつ　さら 中３ 日高町


