
第13回全国龍馬コンクール【書道部門】 入選者（敬称略） 

1 

 

№ 名 前 学校・団体名 学年 文 字 

1 西本 葵 八幡市立くすのき小学校 小 5 文明開花 

3 和田 真緒 京都市立桂徳小学校 小 4 勇 

4 劉 晴櫻 横濱中華學院 小 1 ぶし 

5 栗岡 佑万子 島根大学教育学部附属義務教育学校 中 3 船中八策 

9 碇谷 芽生 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

15 加藤 姫乃 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

16 木村 杏梨 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

23 菅原 璃香 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

25 髙橋 杏 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

27 永井 真梨菜 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

55 谷口 湊花 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

67 三浦 優希奈 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

81 鎌田 想奈 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

82 清田 亜瑛 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

96 宮川 美穂 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

98 村田 綾香 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

121 濱谷 悠人 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

162 宮下 桃花 函館市立桔梗中学校 中 2 龍馬 

167 森 大地 君津市立周西小学校 小 4 安政 

171 佐々木 桃香 木古内町立木古内中学校 中 3 開国 

173 大代 紀永  一般 幕末維新 

174 鈴木 隆司  一般 夢中で日を過ごしておれば 

178 佐々木 蒼空 朝友書院 小 5 龍馬 

180 後藤 奏 朝友書院 小 6 讃岐 

181 内藤 寧々 朝友書院 小 6 明治 

182 坊垣 妙泉 岐阜市立市橋小学校 小 5 江戸 

183 渡辺 裕恒 札幌市立緑丘小学校 小 5 文久 

185 森 紗栄 日本習字 大穴南教室 中 1 大政奉還 

187 戸邉 奏太 日本習字 大穴南教室 小 5 武士 

197 神谷 唯花 大府市立大府中学校 書道部 中 3 文明開化 

221 大西 球道 日本習字 麗萌書道教室 中 1 大政奉還 

252 横田 欣彤  一般 五稜郭 

262 ポタサニャー花 墨の教室 小 6 戦 

263 門田 亜采 墨の教室 小 6 開拓 

281 長渡 美鈴 彩香こはる書道教室 小 2 ぶし 

284 長尾 敢太 彩香こはる書道教室 小 3 江戸 

289 西本 卓司  一般 坂本龍馬 

290 中野 瑚春 高知市立義務教育学校土佐山学舎 中 3 坂本龍馬 

291 原田 彩花 富山市立五福小学校 小 6 薩長同盟 

293 長安 哲慈 滴穂書法会 幼 刀 

304 北野 心菜 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

310 中野 未歩 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

318 中嶋 颯真 滴穂書法会 中 3 幕末維新 
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326 葉金 陽南 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

329 中村 翼 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

337 宮本 陽音菜 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

339 名倉 百華 滴穂書法会 中 3 幕末維新 

359 内藤 綸香 木村毛筆硬筆教室 小 3 りょう馬 

366 渡部 彩乃 木村毛筆硬筆教室 中 2 明治維新 

374 松井 優磨 竹平書道塾 中 1 英雄 

380 火口山 ちひろ 竹平書道塾 中 2 龍馬 

383 寺澤 ひかり 光和書道教室 小 1 天下 

395 豊村 來琉 光和書道教室 小 4 天下 

418 タイラス友恵 清泉インターナショナル学園 高 2 蝦夷地開拓 

423 武内 琴美 宇陀市立榛原中学校 中 3 海援隊 

425 坂上 舞桜 土浦日本大学中等教育学校 中 2 龍馬 

426 小山 那奈 稲美町立天満小学校 小 5 三河 

438 亀山 咲希 とかち帯広ＹＭＣＡ 小 4 土佐 

451 亀山 咲希 とかち帯広ＹＭＣＡ 小 4 ばくまつ 

456 榎本 彩春 山岸書道会 小 3 下田 

460 周 沛辰 台灣 漢字筆賽開講館 高２ 王政復古 

474 葉 建宏 台灣 漢字筆賽開講館 一般 明治天皇 

475 林 芃穎 台灣 漢字筆賽開講館 一般 無血開城 

476 王 惠文 台灣 漢字筆賽開講館 一般 無血開城 

478 黄 湘芸 台灣 漢字筆賽開講館 中 2 薩英戦争 

481 李 品萱 台灣 漢字筆賽開講館 中 1 明治 

482 范 雅琪 台灣 漢字筆賽開講館 小 4 元治 

484 八木 隆成 函館市立中央小学校 小 5 戦 

488 山田 茉奈 書法研究 青龍会 美仙書道教室 小 1 とさ 

500 田中 貴来 書法研究 青龍会 美仙書道教室 中 2 龍馬 

501 鈴木 蘭 大森どんぐり書道塾 小 3 さつま 

511 齋藤 理桜 香月書道教室 小 5 侍 

513 前 音葉 翠泉書道教室 中 3 剣術修行 

514 石井 桜新 翠泉書道教室 中 2 西郷隆盛 

516 香島 葵 翠泉書道教室 小 3 はこだて 

524 清水 博仁 雨春書院 幼 刀 

531 齊藤 沙衿 雨春書院 小 1 えど 

540 鯨井 環 雨春書院 小 2 あつひめ 

544 奥村 美珠 雨春書院 小 2 さつま 

545 森﨑 一琉 雨春書院 小 2 さつま 

553 水口 綾乃 雨春書院 小 2 えど 

557 菅原 志帆 雨春書院 小 3 いえもち 

563 湯本 京花 雨春書院 小 3 江戸 

572 小池 葉月 雨春書院 小 4 諭吉 

576 天根 美緒 雨春書院 小 4 安政 

584 新井 寧心 雨春書院 小 4 土佐 
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591 札場 愛佳 雨春書院 小 5 龍馬 

592 向井 智紗子 雨春書院 小 5 龍馬 

594 小谷野 夢花 雨春書院 小 5 安政 

596 大越 翔太 雨春書院 小 5 元治 

597 上原 美月 雨春書院 小 5 慶応 

603 寺本 帆花 雨春書院 小 6 龍馬 

607 森田 皐月 雨春書院 小 6 龍馬 

614 𠮷岡 直輝 雨春書院 小 6 高杉晋作 

635 倉持 桃佳 雨春書院 中１ 龍馬 

638 阿津澤 希望 雨春書院 中２ 日米和親条約 

639 種村 ゆきな 雨春書院 中２ 五箇条の誓文 

650 大野 柚歩 雨春書院 中２ 大政奉還 

651 栗原 歩武 雨春書院 中３ 天璋院 

654 岡本 遥奈 雨春書院 中３ 五榜の掲示 

656 丸山 優奈 雨春書院 中３ 龍馬 

660 種村 ゆきな 雨春書院 中２ 五箇条の誓文 

661 海野 桃花 富士市立吉原第一中学校 中１ 大政奉還 

665 栗阪 藍桜 HISTORY書道教室 小１ とさ 

667 藤田 祐輝 HISTORY書道教室 小２ いろは丸 

679 岡﨑 葵 HISTORY書道教室 小３ いろは丸 

682 小山 杏紗 HISTORY書道教室 小３ いろは丸 

690 田中 杏汰郎 HISTORY書道教室 小４ 坂本龍馬 

701 安田 紬 HISTORY書道教室 小４ 北辰一刀流 

716 中江 そよか HISTORY書道教室 小５ 志士 

726 川西 ゆい夏 HISTORY書道教室 小５ 黒船来航 

728 中濵 優奈 HISTORY書道教室 小５ 龍馬 

735 石﨑 和真 HISTORY書道教室 中１ 薩長同盟 

741 角道 由芽 HISTORY書道教室 中１ 幕末の志士 

745 石﨑 和真 HISTORY書道教室 中１ 幕末維新 

747 佐々木 あかり 北海道立登別明日中等教育学校 高 3 坂本龍馬 

748 安藤 凜 勝田書道塾 中２ 坂本龍馬 

751 島田 羽琉 勝田書道塾 小４ 竜の少年 

758 沼田 理央 勝田書道塾 小１ めいじ 

776 島村 花菜 勝田書道塾 小２ さいごう 

782 西村 祥汰 勝田書道塾 小３ 江戸 

785 武井 陽万莉 勝田書道塾 小３ 元治 

791 小髙 寛子 勝田書道塾 小４ 安政 

799 福田 耕平 勝田書道塾 小４ 土佐 

803 沼田 真歩 勝田書道塾 小４ 和宮 

824 鯨井 琴羽 勝田書道塾 小６ 土方歳三 

827 金子 心湖 勝田書道塾 小６ 篤姫 

832 宮崎 芽衣 勝田書道塾 小６ 龍馬 

836 今井 梨央奈 勝田書道塾 小６ 龍馬 
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845 増田 珠杏 勝田書道塾 中２ 坂本龍馬 

846 金子 栞 勝田書道塾 中２ 海援隊 

850 梶田 紗矢 勝田書道塾 中３ 大政奉還 

853 齋藤 優香 勝田書道塾 中３ 大政奉還 

854 山中 来夢 勝田書道塾 中２ 勝海舟 

856 丸谷 虎太郎 ラグノオなかじま書道部 中３ 土方歳三 

861 松本 由奈 ラグノオなかじま書道部 中３ 徳川慶喜 

863 大山 彩斗 ラグノオなかじま書道部 小６ 西郷隆盛 

865 工藤 凛愛 ラグノオなかじま書道部 小６ 乙女の文 

868 福永 紫陽 ラグノオなかじま書道部 小６ 龍馬の愛 

874 髙石 颯大 ラグノオなかじま書道部 小５ 函館 

878 渡邊 琉生 ラグノオなかじま書道部 小５ 同志 

884 作田 誓愛 ラグノオなかじま書道部 小３ さむらい 

886 濱田 祢音 ラグノオなかじま書道部 小２ かたな 

887 石倉 悠斗 ラグノオなかじま書道部 小１ けん 

888 小川 翔馬 ラグノオなかじま書道部 小１ とさ 

901 岸本 栞奈 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小４ 龍馬 

906 登記 寿々 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小４ 龍馬 

909 木下 実咲 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小５ 龍馬 

913 李 松章 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小５ 龍馬 

916 黒瀬 心 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小６ 龍馬 

917 笠原 優美 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小６ 龍馬 

923 渡邉 颯斗 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 小６ 龍馬 

932 岩﨑 小夏 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中２ 
日本を今一度せんたく 

いたし申し候 

934 岸本 大佑 書法研究 青龍会 幸楓書道教室 中２ 龍馬 

946 田澤 東峰 東天書道会 大２ 幾歴辛酸志始堅 

947 熊谷 洸哉 東天書道会 高３ 人間好きな道によって～ 

963 白戸 葉奈子 東天書道会 中２ 北海道開拓 

964 山本 悠悟 東天書道会 中２ 幕末の英雄 

965 古村 日和 東天書道会 中３ 大地の開拓 

976 工藤 咲彩 東天書道会 高１ 海援隊創設 

978 平田 結愛 東天書道会 中３ 維新の開拓 

979 横山 龍桜 東天書道会 中２ 大政奉還 

982 佐藤 舞子 東天書道会 中１ 龍馬の夢 

984 工藤 湖々 東天書道会 小６ 龍馬と海舟 

989 笹森 琉愛 東天書道会 小４ 武士 

1001 白戸 葉奈子 東天書道会 中２ 貿易商社 

1019 玄番 紗絢 東天書道会 小５ 龍馬 

1047 後藤 さくら 鵜飼習字教室 小４ 文明開化 

1054 小林 璃音 松前町立松前中学校 中３ 明治 

1055 酒井 優菜 松前町立松前中学校 中３ 明治維新 

1061 安藤 優芽 真鍋書道教室 幼 さかもと 



第13回全国龍馬コンクール【書道部門】 入選者（敬称略） 

5 

 

 

№ 名 前 学校・団体名 学年 文 字 

1065 白井 陽彩 真鍋書道教室 小４ 侍 

1071 石井 彩華祢 成明書道会 小５ 禁門の変 

1078 片岡 璃聖 汀書会 中２ 龍馬 

1128 成田 龍希 函館市立銭亀沢中学校 中３ 海援隊 

1129 江澤 咲希 茂原市立東郷小学校 小１ とさ 

1130 山舘 茂 創進書道会 一般 五稜郭－榎本武揚詩 

1133 片寄 晏菜 桑園ひかり教室 小２ くに 

1144 半澤 凜香 桑園ひかり教室 小５ 武士 

1148 桑山 ねね 桑園ひかり教室 小５ 土佐 

1152 坂井 美月 桑園ひかり教室 小６ 侍心 

1155 桑山 絵梨 桑園ひかり教室 中２ 龍馬 

1170 水野 佐紀 日本習字 奏教室 小５ 下総 

1175 高田 澪 日本習字 奏教室 中２ 日米和親条約 

1176 田村 好 滋賀ひまわり教室 小４ 侍 

1191 伊藤 あずさ 熊谷市立富士見中学校 中３ 龍馬 

1194 川角 星愛 舞鶴市立中筋小学校 小３ 武士 

1198 伊藤 愛佳 葛尾村立葛尾中学校 中２ 日米和親条約 

1200 川端 泰寛 宝塚市立宝塚小学校 小４ 文久（てん書） 


