
平成２６年度１回

【硬筆書写検定合格者】

３級 齋藤　まりえ 二瓶　朱莉 佐藤　泰星
大森　百華 長谷川　未空 永田　諒奈

４級 二瓶　光一 田村　彩香 栗田　悠
三富　由佳梨 角田　優希 菊池　雪那
皆川　楓 青木　菜々子 赤城　穂乃佳

５級 石井　美穂 二瓶　里彩 白井　志歩
近藤　知優 塙　美咲 五十嵐　陽菜
山崎　優真 岡島　涼子 室井　ひまり
寺島　彩 菊地　茜里 五十嵐　優希
上野　泰明 寺田　宜樹 若杉　綾乃
渡部　路琉 川島　杏菜 大越　和
大関　慧 田中　柚衣 東條　菜々子

【毛筆書写検定合格者】

２級 鈴木　ひかり

向山　寛人 弓田　瑛士 納谷　紅葉

笠原　真弓 佐瀬　ひな子 宮下　彩名

佐藤　優羽 渡部　恵利奈 降矢　夕笑

伊藤　恵美子 東本　香穂

鈴木　美夢華 三瓶　莉央 佐藤　まや
大浜　陽生 野口　笙 江川　美咲
小久保　睦生 新國　由奈 目黒　七聖
木田　遥子 上野　綾華 川上　きらら
赤羽　桜香 小見　賢翔 内川　夏希
若林　紅凜 佐藤　瑞葵 佐藤　柚菜
阿部　瑞穂 長谷川　大將 羽生田　真里
石川　愛佳 鹿子田　真琳 小野　歩夢
佐々木　愛実 大堀　亜希 山田　夏音
津村　一真 角田　菜緒 佐藤　駿太朗
菅沼　望愛 越智　涼我 大塚　厚実
小川　美鈴 立川　千尋 鈴木　泉稀
松本　楓 大竹　陽菜 夏目　明歩
藤田　聖愛 長谷川　果南

門馬　海成 弓田　眞吾 遠藤　菜緒
大浜　風花 小野　陽大 蓮沼　祐花
山口　紗矢 三橋　桐 武藤　美優
栗城　洸太 遠藤　祐誠 簗取　英里
田中　亨 物江　夏花 平塚　空
渡部　うらら 真部　日向 青栁　遊羽
本田　結子 甲斐　小雪 渡辺　莉菜
佐藤　さくら 歌川　多聞 坂内　真奈
川島　杏菜 佐々木　友郎 吉田　奈央
菊地　詩織 福島　龍斗 遠藤　遥
吉井　一貴 小野塚　拓翔 佐藤　未咲

３級

４級

５級



平成２６年度２回

【硬筆書写検定合格者】

準１級 塚原　愛子

２級 渡辺　マサ子

３級 佐瀬　ひな子 納谷　紅葉 東本　香穂
荒井　海輝 川井　亜梨沙

４級 松本　楓 小川　野乃花 菊地　詩織
吉田　奈央 鈴木　泉稀 山田　夏音
津村　一真 小久保　睦生 江川　美咲
木田　遥子 鹿子田　真琳 川上　きらら
小見　賢翔 新國　由奈 上野　綾華
若林　紅凜 長谷川　大將 目黒　七聖
阿部　瑞穂 大堀　亜希 佐々木　愛実
佐藤　瑞葵 佐藤　柚菜 内川　夏希
赤羽　桜香 石川　愛佳 長谷川　果南
大竹　陽菜

５級 青栁　遊羽 木田　結子 渡辺　莉菜
甲斐　小雪 坂内　真奈 歌川　多聞
佐藤　さくら 田中　亨 真ヶ部　日向
佐藤　未咲 遠藤　遥 佐藤　有珠
菊池　涼那

【毛筆書写検定合格者】

準１級 鳴瀬　裕美

２級 関本　未來 壽田　皓太

安齋　有梨那 エディソン愛花 エディソン静蘭

流石　雅章 角田　由唯香 沼内　優衣

新城　はな 黒木　春花 荒井　結妃

新國　由斗 佐藤　有美

五十嵐　優希 上野　泰明 若杉　綾乃
寺田　宜樹 渡部　路琉 五十嵐　陽菜
岡島　涼子 室井　ひまり 寺島　彩
山崎　優真 石井　美穂 二瓶　里彩
近藤　知優 白井　志歩 黒田　彩実
遠藤　春奈 関川　峻大 高橋　美名
二瓶　美月 三富　由佳梨 角田　優希
鈴木　歩 丸田　倫瑛 佐山　はるか
吉井　一貴 湯上　采 大越　和
高橋　夢羽 佐々木　友郎 佐久間　花実
川島　杏菜 菊池　雪那 皆川　楓

三瓶　凜 村松　沙羅 木村　綾花
渡部　雪歩 大関　慧 小川　暖
小林　歩夢 小坂　隼人 木村　悠人
矢澤　宗一郎 安齋　愛梨那 目黒　暖乃
梁取　結

３級

４級

５級



平成２６年度３回

【硬筆書写検定合格者】

３級 宮下　彩名 皆川　楓

川島　杏菜 白井　美寿 高橋　美名
遠藤　春奈 関川　峻大 石井　美穂
五十嵐　陽菜 近藤　知優 二瓶　里彩
白井　志歩 岡島　涼子 室井　ひまり
寺島　彩 黒田　彩実 齋藤　駿輝
羽生田　真里 齋藤　奈那子 小林　歩夢
佐藤　有珠 小坂　隼人 大関　慧
福島　龍斗 佐山　はるか 大越　和
湯上　采 高橋　夢羽 佐久間　花実

渡部　郁真 浜崎　向日葵 遠藤　遥
渡部　雪歩 簗取　英里 加賀谷　夏未
山崎　凜 永田　愛海 木村　悠人

【毛筆書写検定合格者】

２級 岩沢　智咲

３級 伊藤　茉央 山田　宏翔 齋藤　綺珠

門馬　海成 遠藤　菜緒 相良　明日香
鈴木　翔太 長澤　こはく 杉原　芽依
白石　華子 菊地　詩織

宮城　なづな 笹川　華

４級

５級

４級

５級


