
第64回「ＪＡ共済書道」コンクール

　家族のいのちや財産、思いやりなどの大切さを訴え、子どもたちの伸び伸びとした気持ちを

日本の伝統文化である書道を通じて、伝えていただきました。

応募数　半紙の部4,586点 応募数　条幅の部　480点

（小学生4,057点　中学生514点  小中一貫校15点） （小学生402点　中学生77点　小中一貫校1点）　　　　　　　　　

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

金沢市立大徳小学校 1年 森澤　快星 金沢市立長田中学校 2年 井波　結彩

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

金沢市立大浦小学校 6年 山本　桜夕 金沢市立金石町小学校 1年 中本　有香

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

珠洲市立緑丘中学校 2年 葛原　弓月 能登町立能都中学校 3年 杉本　隼

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

野々市市立野々市中学校 1年 岡谷　康佑 金沢市立戸板小学校 2年 森澤　心美

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

志賀町志賀小学校 3年 泉　亜優 能登町立鵜川小学校 6年 杉本　怜

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

七尾市立能登香島中学校 3年 鹿山　鈴々 能登町立柳田小学校 4年 横山　理秀

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

金沢市立金石町小学校 2年 宮嶋　悠羽 国立金沢大学附属小学校 3年 安宅　 　絆

学校名 学年 氏名 学校名 学年 氏名

七尾市立東湊小学校 4年 小松　佑輔 金沢市立泉野小学校 5年 垣内　梨緒

金沢市立西南部小学校 5年 水田　結万 志賀町立志賀中学校 1年 泉　侑輝

○ 石川テレビ放送社長賞　○

○ テレビ金沢社長賞　○

○ 全国共済農業協同組合連合会石川県本部運営委員会会長賞　○

【特別賞】

●書道半紙の部● ●書道条幅の部●

○ 石川県知事賞　○

○ 北國新聞社社長賞　○

○ 北陸放送社長賞　○

○ 石川県教育委員会賞　○

○ 日本放送協会金沢放送局局長賞　○



氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 大森　優月 野々市 西尾　亜海 柳田

山田　朱莉 山王 佐々木　莉乃 杜の里

髙橋　結南 戸板 山路　昇生 浅野川

南　弦乃新 大浦 吉田　菜奈 白帆台

鹿野　楓夏 錦城東 加藤　光爽 杜の里

中本　有香 金石町 脇谷内　百花 鶴ケ丘

見附　澪　 山代 中山　葉菜乃 泉野

牧　恵衣 鵜川 上田　芽璃 鶴ケ丘

古田　大和 中村町 廣田　侍亮 橘

氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 星野　結奈 金沢大学附属 長永　芽衣 富樫

王　愛佳音 諸江町 酒尾　綺歩 中村町

今井　柚希 浅野川 藤田　晃史郎 田上

井下　愛唯來 北陽 　和花奈 粟崎

森澤　心美 戸板 橋本　芽衣 鵜川

長永　芽衣 富樫 岩本　乙葉 清湖

飯塚　楓 錦城 神　結心 清湖

酒井　大翔 田上 中澤　蓮 大根布

畦地　春乃 東陵 原　悠太 夕日寺

書道半紙の部 書道条幅の部

小学校２年（小中学校２年）

賞別

銀賞

銅賞

佳作

銀賞

銅賞

佳作

全国共済農業協同組合連合会石川県本部賞

小学校１年（小中学校１年）

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部



氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 大谷　羽那 富来 山本　愛莉 浅野川

山下　晴 邑知 垣内　香乃 泉野

堤　萌恵 富樫 廣田　華帆 橘

田端　真衣 飯田 舛田　泰基 大徳

垣内　香乃 泉野 宮野　宏暉 戸板

安宅　絆 金沢大学附属 金木　桐馬 大徳

中川　優空 辰口中央 松浦　颯大 錦城

橋　祐大郎 金沢大学附属 山本　晃雅 川

安田　姫彩 富来 半田　紘太 伏見台

氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 前古　琉愛 野々市 関口　愛季夏 富来

米田　実優 宇ノ気 池田　成良 大徳

田村　結依子 東明 前田　瑠那 大徳

泉　唯花 浅野川 鈴木　悠菜 富陽

前田　瑠那 大徳 岡本　陽菜 大徳

横山　理秀 柳田 安本　さくら 米泉

中谷　美月 大徳 清水　穏 川北

稲葉　藍子 金石町 大谷　環太 富樫

櫻　栞和 山王 杉谷　逞 金沢大学附属

銅賞

佳作

小学校３年（小中学校３年）

銀賞

銀賞

銅賞

佳作

小学校４年（小中学校４年）

賞別

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部

書道半紙の部 書道条幅の部



氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 岩﨑　彩羽 緑 吉野　柚歩 清湖

山本　恵奈 長坂台 南園　花歩 戸板

中川　悠月 辰口中央 荒井　舞 長田町

延武　久遠 富樫 林　芭音 大徳

垣内　梨緒 泉野 橋本　苑実 鶴ケ丘

中林　美和 木曳野 関川　絢斗 戸板

川原　絢子 泉野 廣田　梨乃 橘

桶田　未来 蕪城 左手　花怜 長田町

岡田　実空 森山町 吉村　煌成 橘

氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 萬年　唯 志賀 廣田　愛菜 大徳

鹿山　萌々 和倉 野村　碧睦 千代野

竹田　麻央 石崎 岡本　歩実 戸板

長道　朱里 鵜川 半田　莉子 伏見台

岩下　輝翔 千坂 小林　那奈 戸板

杉本　怜 鵜川 山本　桜夕 大浦

髙松　ちはや 安原 川原田　梨乃 浅野川

宮嶋　彩羽 金石町 関口　美咲季 富来

細谷　実希 森本 髙松　ちはや 安原

銅賞

佳作

銀賞

銀賞

銅賞

佳作

小学校６年（小中学校６年）

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部

小学校５年（小中学校５年）

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部



氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 櫻田　麻優子 緑丘 加納　心菜 北星

鈴木　紗弥 野々市 福江　凪紗 長田

青坂　莉奈 三崎 毛利　心美 港

澤田　怜実 泉 藤渓　元仁 泉

北風　環 港 藤田　涼平 兼六

福江　凪紗 長田 河合　真依子 浅野川

坊城　真智 志賀 澤田　怜実 泉

美濃　孝太 緑 船本　果和 港

　ののは 七尾 下　陽依 泉

氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 坂尻　千夏 緑丘 中山　優 森本

金平　楓花 寺井 新田　桜子 布水

高澤　綾芽 中島 林　駿輔 港

高橋　舞衣 中島 荒木　理子 浅野川

井波　結彩 長田 石部　春妃 泉

新田　桜子 布水 荒井　ひなの 長田

濱島　桜花 緑 髙島　梨杏 泉

神田　紗矢 港 田中　美優 泉

田村　カレン 内灘 山本　澪 金沢大学附属

賞別

銀賞

銅賞

佳作

書道半紙の部 書道条幅の部

銀賞

銅賞

佳作

中学校２年（小中学校８年）

中学校１年（小中学校７年）

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部



氏名 学校名 氏名 学校名

金 賞 本山　愛紗 緑 成田　百花 志賀

濱永　歩美 緑 出越　小春 西南部

口　菫 東和 酒尾　律果 泉

藤岡　舞椛 七尾 中谷　梓 錦城

西田　千紘 志賀 相村　ひなた 野田

大塚　なつみ 緑 中村　真実子 泉

深尾　李璃花 山代 松前　銀 長田

舟木　宥芽 三崎 口　菫 東和

酒井　楓香 七尾 関　こころ 東和

銀賞

銅賞

佳作

中学校３年（小中学校９年）

賞別
書道半紙の部 書道条幅の部


