
最優秀団体賞 大　分 大琳書道会 荒金 大琳 北海道  北海道釧路北陽高等学校 石上 結愛

東　京  東京都立狛江高等学校 斉藤 美登里

団体特別賞 千　葉  隆玄書道会 高野 清玄 静　岡  竜晃書道会 鷹野 葩晃

兵　庫  全日本書芸学院 西野 象山 埼　玉  蔦の会 布施 光蔦

東　京  鷗友書道会 近藤 北濤 東　京  紫草会 吉澤 真理

神奈川  豊苑書道会 大矢 豊苑 北海道  藤女子大学 押上 万希子

北海道  札幌龍谷学園高等学校 宮脇 玄徳 北海道  北海道札幌東高等学校 池田 憲亮

東　京  東雲書道会 西本 東華 千　葉  家泉書道教室 家泉 大響

千　葉  春芳会 金成翠芳 金成 翠芳 北海道  紅林幸子 紅林 幸子

愛　知  書玄会 加藤 裕 東　京  博光会 夢遊会 井門 翠光

愛　知  玄煌社 黒田 玄夏 富　山  富山県立高岡南高等学校 森寺 祐子

埼　玉  墨點社 書の教室 鈴木 不倒 福　島  書芳会 大野 紫光

東　京  玉燕書道会 金子 大蔵 埼　玉  一精書道会 熊谷 咸集

東　京  中央大学附属中学・高等学校 西方 純晴 東　京  萬風會 長野 竹軒

埼　玉  富士書道学園 赤熊 玉蓉 愛　知  白寿書道会 川口 碧水

東　京  博光会 芳墨会 田中 豪元 千　葉  博光会 大祥会 大多和 玉祥

東　京  国士舘中学高等学校 志賀 沙由里 静　岡  洪鷺会 白柳 鷺城

東　京  博光書道会 石飛 博光 北海道  大川壽美子 大川 壽美子

埼　玉  西武台高等学校 橋本 剛 青　森  溪心書道会 工藤 溪舟

北海道  書圏 小林 融之 東　京  東京都立調布南高等学校 斉藤 美登里

神奈川  玄聳会 室井 玄聳 神奈川  書玄社 川手 華鵬

埼　玉  清真書道会 近藤 春湖 埼　玉  東翠書道会 浦野 東龍

東　京  博光会 井上蓉花教室 井上 蓉花 兵　庫  墨童書道会 市野 清鳳

東　京  柳穂書道会 和田 柳穂 北海道  北海道苫小牧東高等学校 橋本 聳山

東　京  玄徳書会 加藤 有鄰 山　形  山形県立長井高等学校 内山 涼子

北海道  北海道北広島西高等学校 後藤 蘭菜 東　京  東京都立国立高等学校 斉藤 美登里

東　京  大東書道学院 横澤 白嶺 北海道  市立札幌清田高等学校 小野 陽子

東　京  日本大学豊山中学高等学校 田中 正勝 富　山  富山県立桜井高等学校 山本 晃士

千　葉  一敬書道会 鈴木 一敬

優秀団体賞 北海道  蒼玄書道会 天満 篤子

千　葉  博光会 太瓏書道会 江幡 太瓏

埼　玉  流生会 小林 春流

愛　知  大朴会 高木 光風

東　京  八王子学園八王子中学高等学校 鈴木 青麗

千　葉  玄賞社 福田 鷲峰

滋　賀  白湖書道会 李 白湖

大　阪  浪速書道会 三宅 玉香

東　京  佰皋会・書塾おもいやり繪 下司 佰皋

東　京  東京成徳大学中学高等学校 赤冨士 北祭

東　京  博光会 怜由のテナライ 木村 怜由

東　京  えんじゅ会 吉田 久実子
埼　玉  玄心書道会 清水 華溪

埼　玉  雪心舎 原田 千麗

愛　知  牧書会 長谷川 鸞卿

栃　木  作新学院高等学校 塚原 秀巌

北海道  北海道札幌北高等学校 大川 一濤

栃　木  國學院大學栃木中学・高等学校 氏家 真鴻

千　葉  玄壽書道会 藤田 壽樹

神奈川  青伸書道会 種家 杉晃

埼　玉  一曄書道会 若林 久美子

神奈川  藤沢翔陵高等学校 鈴木 孔聲

愛　知  翠鳳社 瀧川 山翠

岐　阜  子鳳書道教室 鈴木 史鳳

徳　島  徳島書芸院 荒井 彭仙

東　京  うはぎ書道教室 吉田 久実子

埼　玉  春葉書道会 中山 春葉

千　葉  千葉県立我孫子高等学校 金高 裕子

埼　玉  滄翠会 醍醐 春翠

埼　玉  二宮琴浄書道教室 二宮 琴浄

神奈川  碧の会 本間 碧

福　岡  養真書道会 吉田 成美

埼　玉  洪原書道会 永守 蒼穹

北海道  市立札幌平岸高等学校 太田 幽琳

団体奨励賞 徳　島  尚真書道会 玉城 乾香

愛　知  玄気会 川合 玄鳳

千　葉  書韻社 腰原 佳恵

富　山  富山県立氷見高等学校 森寺 祐子
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