
第38回全国高等学校総合文化祭　茨城大会　書道部門　審査結果一 H26.7.29

賞 都道府県 学校名 学年 氏名

1
文部科学大臣賞

奨励賞
埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 ３年 中村　友香理

2
文化庁長官賞
奨励賞

山形県 山形県立寒河江高等学校 ２年 鈴木　天乃

3
文化庁長官賞
奨励賞

福岡県 福岡県立太宰府高等学校 ３年 武谷　円香

4
朝日新聞社賞
奨励賞

北海道 北海道留辺蘂高等学校 ３年 奥澤　はづき

5
朝日新聞社賞
奨励賞

三重県 三重県立津高等学校 ３年 長谷川　佳奈

6
朝日新聞社賞
奨励賞

兵庫県 兵庫県立須磨友が丘高等学校 ３年 石原　瞳

7 奨励賞 東京都 郁文館高等学校 ３年 小日向　孝夫

8 奨励賞 新潟県 中越高等学校 ２年 両田　沙都

9 奨励賞 岡山県 明誠学院高等学校 ３年 関場　百香

10 奨励賞 愛媛県 愛媛県立三島高等学校 ２年 長野　夢生

11 奨励賞 宮崎県 宮崎県立宮崎商業高等学校 ３年 井野　徳子

1
菅公賞
特別賞

埼玉県 星野高等学校 ３年 国分　志帆

2
菅公賞
特別賞

長野県 長野県望月高等学校 ３年 清水　勇弥

3
菅公賞
特別賞

静岡県 静岡県立沼津西高等学校 ３年 堀池　真由

4
菅公賞
特別賞

奈良県 奈良県立桜井高等学校 ３年 箕輪　和恵

5
菅公賞
特別賞

岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 ３年 大橋　阿佐子

6 特別賞 北海道 北海道札幌東陵高等学校　 ３年 小林　紗季

7 特別賞 北海道 北海道函館中部高等学校 ３年 阿部　貴之

8 特別賞 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 ３年 山本　麻由

9 特別賞 岩手県 盛岡市立高等学校 ３年 竹花　優伽

10 特別賞 宮城県 宮城県石巻高等学校 ３年 松川　令奈

11 特別賞 宮城県 宮城県泉高等学校 ３年 金田　都里

12 特別賞 福島県 福島県立郡山東高等学校 ３年 吉田　成美

13 特別賞 茨城県 茨城県立麻生高等学校 ３年 風間　杏

14 特別賞 茨城県 茨城県立下妻第二高等学校 ３年 塚田　麻衣

15 特別賞 茨城県 茨城県立磯原郷英高等学校 ３年 加藤　杏奈

16 特別賞 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 ３年 島倉　舞

17 特別賞 千葉県 千葉県立袖ヶ浦高等学校 ３年 鶴岡　幸恵
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18 特別賞 東京都 佼成学園女子中学高等学校 ３年 尾崎　遥加

19 特別賞 神奈川県 川崎市立高津高等学校 ３年 松本　芽瑠

20 特別賞 神奈川県 翔光学園　横浜創学館高等学校 ３年 高橋　実央

21 特別賞 新潟県 新潟県立三条高等学校 ３年 佐藤　菫

22 特別賞 富山県 富山県立呉羽高等学校 ３年 藤岡　彩

23 特別賞 富山県 富山県立氷見高等学校 ３年 川﨑　郁美

24 特別賞 岐阜県 大垣日本大学高等学校 ２年 古市　理子

25 特別賞 静岡県 浜松学芸高等学校 ３年 宮野　しえり

26 特別賞 三重県 三重県立伊勢高等学校 ３年 中西　彩佳

27 特別賞 滋賀県 滋賀県立八日市高等学校 ３年 福本　葉奈

28 特別賞 大阪府 帝塚山学院高等学校 ３年 川村　優佳

29 特別賞 兵庫県 兵庫県立社高等学校 ３年 中原　明穂

30 特別賞 奈良県 奈良県立奈良北高等学校 ３年 谷本　彩佳

31 特別賞 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校 ２年 鈴村　夏乃

32 特別賞 広島県 広島市立広島工業高等学校 ３年 伊藤　銀哉

33 特別賞 広島県 広島県立尾道東高等学校 ３年 村武　里南

34 特別賞 徳島県 徳島県立鳴門高等学校 ３年 尾原　亜耶

35 特別賞 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 ３年 末光　有沙子

36 特別賞 高知県 高知県立岡豊高等学校 ３年 前田　茉穂　

37 特別賞 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 ３年 遠山　颯希

38 特別賞 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 ３年 松﨑　梓

39 特別賞 熊本県 熊本県立第一高等学校 ３年 齊藤　伽奈

40 特別賞 熊本県 熊本市立必由館高等学校 ３年 佐﨑　花奈美

41 特別賞 宮崎県 宮崎県立日南高等学校 ３年 木島　綾美

42 特別賞 鹿児島県 鹿児島実業高等学校 ３年 福里　誠也

43 特別賞 鹿児島県 鹿児島高等学校 ２年 諸留　詩織

44 特別賞 沖縄県 沖縄県立コザ高等学校 ３年 上元　優


