
書部門

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 新宅　彩耶香 しんたく　さやか 中２ 和歌山市

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 北山　結香 きたやま　ゆいか 小１ 日高町

書 森　彩乃 もり　あやの 小３ 海南市

書 野田　明希 のだ　あき 小５ 和歌山市

書 北東　杏梨 ほくとう　あんり 中２ 海南市

部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 　紀梨加 さかつじ　きりか 小１ 和歌山市

書 大原　悠愛 おおはら　ゆな 小２ 紀の川市

書 小林　由来 こばやし　ゆき 小２ 広川町

書 早川　亜麻寧 はやかわ　あまね 小２ 和歌山市

書 成相　和華 なりあい　ほのか 小３ 広川町

書 中西　天美 なかにし　あまみ 小４ 有田市

書 森 　万葉 もりわき　かずは 小４ 海南市

書 田　衛心 よしだ　えいしん 小４ 海南市

書 笠井　健玄 かさい　　としつね 小５ 御坊市

書 榎原　みづき えはら　みづき 小６ 和歌山市

書 新谷　真央 しんたに　まお 小６ 新宮市

書 濱田　泰輔 はまだ　たいすけ 小６ 海南市

書 岡本　実穏 おかもと　みおん 中１ 紀美野町

書 山田　陽葵 やまだ　ひまり 中２ 岩出市

書 浦野　なつ うらの　なつ 中３ 和歌山市

書 滝　琴乃 たき　ことの 中３ 有田川町

優秀賞：４名

特別賞：１６名

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

書 岩橋　舞依 いわはし　まい 小１ 和歌山市

書 折工　裕城 おりく　ゆうぎ 小１ 有田市

書 久保　侑大 くぼ　ゆうた 小１ 有田市

書 志賀　美咲 しが　みさき 小１ 美浜町

書 嶋田　克 しまだ　かつ 小１ 有田市

書 竹上　澄怜 たけうえ　すみれ 小１ 和歌山市

書 中　俐人 なか　りひと 小１ 有田川町

書 西畑　碧志 にしばた　あおし 小１ 和歌山市

書 堀江　花姫 ほりえ　かこ 小１ 有田市

書 前田　歩夢 まえだ　あゆむ 小１ 和歌山市

書 前田　恵依 まえだ　めい 小１ 有田川町

書 宮本　あかり みやもと　あかり 小１ 美浜町

書 安永　樹生 やすなが　きい 小１ 御坊市

書 石田　心路 いしだ　こころ 小２ 湯浅町

書 磯野　凌大 いその　りょうた 小２ 和歌山市

書 上岡　聡太 うえおか　そうた 小２ 日高町

書 岡野　友晴 おかの　ゆうせい 小２ 海南市

書 籠谷　美織 かごたに　みおり 小２ 湯浅町

書 川口　紗和 かわぐち　さわ 小２ 有田市

書 久保　勇斗 くぼ　はやと 小２ 和歌山市

書 島　颯太 しま　そうた 小２ 岩出市

書 中本　葵 なかもと　あおい 小２ 湯浅町

書 橋本　結 はしもと　ゆい 小２ 御坊市

書 藤原　崇雅 ふじわら　しゅうが 小２ 和歌山市

書 前山　愛心 まえやま　あこ 小２ 広川町

書 松田　來弥 まつだ　くるみ 小２ 和歌山市

書 丸野　杏莉 まるの　あんり 小２ 有田川町

書 三宅　杏奈 みやけ　あんな 小２ 海南市

書 森端　虹心 もりばた　にこ 小２ 和歌山市

書 山本　楓 やまもと　かえで 小２ 和歌山市

書 弓倉　綾乃 ゆみくら　あやの 小２ 印南町

書 吉見　芽依 よしみ　めい 小２ 和歌山市

書 赤木　千尋 あかぎ　ちひろ 小３ 新宮市

書 畦智　琳華 あぜち　りんか 小３ 海南市

書 大臣　孝平 おおとみ　こうへい 小３ 海南市

書 北野　結乃 きたの　ゆの 小３ 和歌山市

書 久保　禮史 くぼ　とよひと 小３ 御坊市

入選：１７１名



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 窪田　百花 くぼた　ももか 小３ 和歌山市

書 小山　優芽 こやま　ゆめ 小３ 岩出市

書 雑賀　望彩 さいか　のあ 小３ 有田市

書 佐々木　亮成 ささき　りょうせい 小３ 有田市

書 嶋田　結菜 しまだ　ゆいな 小３ 有田市

書 小路　瑠愛 しょうじ　るあ 小３ 湯浅町

書 白樫　穏空 しらかし　しずく 小３ 美浜町

書 田村　友唯 たむら　ゆい 小３ 紀の川市

書 中　琴加 なか　ことか 小３ 有田川町

書 西田　幸ノ介 にしだ　こうのすけ 小３ 御坊市

書 半田　咲帆 はんだ　さほ 小３ 和歌山市

書 福本　優里奈 ふくもと　ゆりな 小３ 海南市

書 藤田　統真 ふじた　とうま 小３ 海南市

書 松下　愛結 まつした　あいむ 小３ 由良町

書 松元　千桜 まつもと　ちお 小３ 和歌山市

書 御前　結月 みさき　ゆづき 小３ 有田市

書 宮井　愛仁華 みやい　あにか 小３ 湯浅町

書 宮下　來花 みやした　こはる 小３ 有田市

書 村岡　采音 むらおか　ことね 小３ 美浜町

書 森　七海 もり　ななみ 小３ 和歌山市

書 森口　達基 もりぐち　たつき 小３ 御坊市

書 山田　夏奈 やまだ　かな 小３ 美浜町

書 湯瀬　心結 ゆせ　みゆう 小３ 有田市

書 田　彩那 よしだ　あやな 小３ 有田市

書 有井　琴乃 ありい　ことの 小４ 和歌山市

書 石神　咲歩 いしがみ　さきほ 小４ 日高町

書 伊藤　由莉 いとう　ゆり 小４ 和歌山市

書 井上　彩菜 いのうえ　あやな 小４ 海南市

書 上野山　音羽 うえのやま　とわ 小４ 有田川町

書 久保　楓 くぼ　かえで 小４ 和歌山市

書 児島　莉柚 こじま　りず 小４ 有田市

書 齋藤　美空 さいとう　みそら 小４ 和歌山市

書 佐藤　愛美 さとう　まなみ 小４ 阪南市

書 塩路　侑昊 しおじ　ゆそら 小４ 御坊市

書 清家　璃海 せいけ　りみ 小４ 海南市

書 瀧川　望叶 たきがわ　もか 小４ 有田市

書 田中　和翔 たなか　かずと 小４ 海南市

書 田廣　　侑季 たひろ　ゆき 小４ 有田市

書 中西　仁美 なかにし　ひとみ 小４ 有田市



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 中村　優月 なかむら　ゆづき 小４ 和歌山市

書 福地　克友 ふくち　かつとも 小４ 和歌山市

書 古川　夢栞 ふるかわ　ゆめか 小４ 海南市

書 古田　華乃 ふるた　かの 小４ 海南市

書 松尾　咲胡 まつお　にこ 小４ 日高川町

書 丸野　瑛蓮 まるの　えれん 小４ 有田川町

書 水田　莉瑚 みずた　りこ 小４ 日高町

書 森　優月 もり　ゆづき 小４ 海南市

書 山本　莉実 やまもと　りみ 小４ 日高町

書 由良　妃奈子 ゆら　ひなこ 小４ 有田川町

書 脇本　篤人 わきもと　あつと 小４ 海南市

書 渡邊　菜生 わたなべ　なお 小４ 和歌山市

書 有本　安織 ありもと　あおり 小５ 有田市

書 泉　幸佑 いずみ　こうすけ 小５ 和歌山市

書 岩嵜　愛蘭 いわさき　あえら 小５ 日高町

書 岩本　芽依 いわもと　めい 小５ 海南市

書 井辺　美莉 いんべ　みり 小５ 岩出市

書 鍵本　優菜 かぎもと　ゆうな 小５ 日高町

書 梶本　奈七 かじもと　なな 小５ 海南市

書 片山　凛花 かたやま　りんか 小５ 印南町

書 喜田　葵 きだ　あおい 小５ 和歌山市

書 小林　結奈 こばやし　ゆな 小５ 日高町

書 田中　理彩 たなか　りさ 小５ 和歌山市

書 谷奥　瑞希 たにおく　みずき 小５ 湯浅町

書 田端　凛月 たばた　りづ 小５ 美浜町

書 玉置　瞬史朗 たまき　しゅんじろう 小５ 由良町

書 戸田　知希 とだ　ともき 小５ 和歌山市

書 土塀　舞佳 どべ　まいか 小５ 日高町

書 中村　颯佑 なかむら　そうすけ 小５ 日高町

書 中山　みく なかやま　みく 小５ 海南市

書 仁木　萌恵 にき　もえ 小５ 那智勝浦町

書 西田　有希 にしだ　ゆき 小５ 御坊市

書 林　紗良 はやし　さら 小５ 美浜町

書 堀江　莉望 ほりえ　りの 小５ 有田市

書 堀留　咲空 ほりどめ　そら 小５ 岩出市

書 松元　希帆 まつもと　きほ 小５ 和歌山市

書 山口　寧々 やまぐち　ねね 小５ 日高町

書 山田　眞生 やまだ　まい 小５ 御坊市

書 吉川　沙耶 よしかわ　さや 小５ 御坊市



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 愛宕　諒士 あたご　まこと 小６ 海南市

書 石橋　玲乃 いしばし　れの 小６ 日高町

書 大前　美結 おおまえ　みゆう 小６ 新宮市

書 岡田　空月 おかだ　あづき 小６ 日高川町

書 小栗　彩葉 おぐり　あやは 小６ 和歌山市

書 小幡　朱莉 おばた　じゅり 小６ 湯浅町

書 籠谷　彩香 かごたに　あやか 小６ 湯浅町

書 川脇　佑月 かわわき　ゆづき 小６ 海南市

書 佐々木　泰寿 ささき　たいじゅ 小６ 有田市

書 杉浦　綾音 すぎうら　りおん 小６ 御坊市

書 瀬戸　龍 せと　りゅう 小６ 岩出市

書 谷脇　瑞季 たにわき　みずき 小６ 御坊市

書 靍谷　咲良 つるたに　さら 小６ 橋本市

書 藤井　麻央 ふじい　まお 小６ 日高川町

書 前地　柑奈 まえじ　かんな 小６ 新宮市

書 増井　菜友 ますい　なゆ 小６ 岩出市

書 松永 彩寧 まつなが　あやね 小６ 印南町

書 松本　結菜 まつもと　ゆいな 小６ 海南市

書 的場　匠海 まとば　たくみ 小６ 和歌山市

書 森川　陽彩 もりかわ　ひいろ 小６ 有田市

書 森口　果凛 もりぐち　かりん 小６ 御坊市

書 由良　心春 ゆら　こはる 小６ 有田川町

書 田　珠花 よしだ　じゅか 小６ 海南市

書 岩本　璃子 いわもと　りこ 中１ 海南市

書 小倉　琥桜 おぐら　こお 中１ 海南市

書 川村　灯桜 かわむら　ひおう 中１ 海南市

書 児島　舞 こじま　まい 中１ 有田市

書 齋藤　巧海 さいとう　たくみ 中１ 和歌山市

書 滝本　心絆 たきもと　ここは 中１ 日高町

書 寺井　敦基 てらい　あつき 中１ 日高町

書 寺井　夕稀 てらい　ゆうき 中１ 日高町

書 中村　ほたる なかむら　ほたる 中１ 岩出市

書 中本　悠都 なかもと　ゆうと 中１ 御坊市

書 平田　久乃 ひらた　ひさの 中１ 那智勝浦町

書 前岡　沙弥 まえおか　さや 中１ 紀の川市

書 前山　穂果 まえやま　ほのか 中１ 海南市

書 宮﨑　大輔 みやざき　だいすけ 中１ 有田川町

書 上山　綾音 うえやま　あやね 中２ 有田市

書 執行　美結 じっこい　みゆ 中２ 新宮市



部門 氏名 ふりがな 学年 市町村

書 玉置　あい たまき　あい 中２ 有田市

書 津村　千尋 つむら　ちひろ 中２ 和歌山市

書 土井　愛莉 どい　あいり 中２ 和歌山市

書 中井　愛実 なかい　まなみ 中２ 有田市

書 長谷部　百恵 はせべ　ももえ 中２ 和歌山市

書 福田　美心 ふくだ　みこ 中２ 新宮市

書 向山　昴穂 むかいやま　あきお 中２ 海南市

書 泉　政成 いずみ　まさなり 中３ 和歌山市

書 大山　瑚心 おおやま　こころ 中３ 海南市

書 尾保手　香乃 おぼて　かの 中３ 海南市

書 楠本　亜美 くすもと　あみ 中３ 有田市

書 黒木　咲 くろき　さき 中３ 新宮市

書 土屋　柚乃 つちや　ゆずの 中３ 日高町

書 西井　颯杜 にしい　はやと 中３ 和歌山市

書 橋本　学玖 はしもと　がく 中３ 有田市

書 前田　耀斗 まえだ　あきと 中３ 新宮市

書 丸野　心花 まるの　ここみ 中３ 有田川町


