
第28回中国地区書き初め大会の審査会が2022年1月9日（日）、中国新聞ビル（広島市中区基町）で開かれ、1948人が出品しました。
審査で特別賞72点、特選196点、秀作387点が決まりました。秀作の入賞者は次の皆さんです。（敬称略・順不同）

【中１】 【中１】 【中３】
広島市 修道 荒木　淳孝 広島中等教育 浮田　麻矢 広島市 安田女子 新井　穂乃華

修道 川合　悠介 広島中等教育 柄本　健誠 安田女子 伊佐　和倫
安田女子 石田　美桜 広島中等教育 片岡　莉華子 安田女子 折元　春美
安田女子 今里　海咲 広島中等教育 久家　爽与 安田女子 北野　絢愛
安田女子 上田　心菜 広島中等教育 佐中　陽翔 安田女子 河面　友理佳
安田女子 臼井　恵莉華 広島中等教育 惣田　桃香 安田女子 戸田　夏帆
安田女子 梅村　莉愛 広島中等教育 谷口　結菜 安田女子 波田　琴羽
安田女子 大下　萌 広島中等教育 谷口　夢果 安田女子 濱田　紗
安田女子 小田原　蒼來 広島中等教育 新出　凪咲 安田女子 福原　志帆
安田女子 表　瑠奈 広島中等教育 二村　綾音 安田女子 増岡　知夏
安田女子 木村　愛莉 広島中等教育 能美　千咲 安田女子 若津　華乃
安田女子 倉本　咲音 広島中等教育 信岡　花渚 吉島 田坂　楓
安田女子 小林　茉央 広島中等教育 平田　璃桜 牛田 髙月　菜央
安田女子 白石　梨紗 広島中等教育 二見　悠生 戸坂 丸山　華奈
安田女子 新川　友梨 広島中等教育 藤川　ひなた 比治山女子 市川　瑠璃子
安田女子 田野口　里紗 広島中等教育 古本　愛 比治山女子 大森　喜来
安田女子 永島　穂乃華 広島中等教育 安田　倫華 比治山女子 岡田　佳子
安田女子 長藤　美羽 広島中等教育 山下　明子 比治山女子 川本　優月
安田女子 中村　美音 広島中等教育 山田　倫葉 比治山女子 財前　さくら
安田女子 濱崎　未音 広島中等教育 山本　祐維 比治山女子 隅田　莉心
安田女子 古川　杏奈 五日市南 吉田　來未 比治山女子 東條　和乃
安田女子 古土井　優 庄原市 西城 重原　朔 比治山女子 長島　里奈
安田女子 峰平　陽菜乃 東広島市 高美が丘 山本　佑美 比治山女子 野見山　理子
安田女子 向井　真菜 県立広島 小西　里沙 比治山女子 森信　一美
安田女子 椋梨　杏音 海田町 広島国際学院 河野　愛純 比治山女子 渡部　幸乃
安田女子 村田　和奏 坂町 坂 永松　蓮 己斐 津川　友瑞
安田女子 籔　彩音 世羅町 世羅 隠地　基成 古田 中野　椛
広島城北 臼井　謙道 ノートルダム清心 玉田　はな
広島城北 高島　悠平 ノートルダム清心 新田　詩織
比治山女子 青石　栞歩 【中２】 ノートルダム清心 濱中　優花
比治山女子 石橋　陽子 広島市 広島女学院 白木　萌寧 AICJ 石井　花怜
比治山女子 上前　渚 広島女学院 若松　愛実 AICJ 岩﨑　葵
比治山女子 植野　愛月 安田女子 川本　百花 AICJ 松本　望愛
比治山女子 尾上　ことは 安田女子 近藤　凛 祇園 浦上　武士
比治山女子 岡本　七海 安田女子 平田　向葵 長束 沖胡　彩実
比治山女子 景山　葉月 安田女子 宮本　ののか 長束 水田　萌絵
比治山女子 坂田　結衣 比治山女子 榊原　万季 白木 堀田　咲良
比治山女子 瀧野　愛莉 比治山女子 堀野　晴佳 広島中等教育 湧野　結衣
比治山女子 長原　そら 庚午 太田　結子 瀬野川東 森分　透弥
比治山女子 西　唯菜 安佐 政本　紗希 大竹市 大竹 山田　彪
比治山女子 西本　心結 祇園 奥平　みずな 東広島市 高美が丘 島居　みなみ
比治山女子 東　果穂 祇園 正國　成海 志和 宮本　純奈
比治山女子 福本　真 祇園 山田　夏帆 岩国市 玖珂 平木　菜々恵
比治山女子 藤原　実優 祇園東 関本　奈々子 玖珂 橋本　紗奈
比治山女子 村本　優奈 城南 松岡　理子
比治山女子 行友　彩月 広島中等教育 越智　百花
比治山女子 吉中　翠 白木 中井川　翔也
広島大学附属 光波　花奈 瀬野川東 宮川　紗乙
庚午 前田　瑠和 五日市観音 木本　美佑希
崇徳 相　哲信 五日市観音 永谷　月
崇徳 中尾　優那 三和 岡本　夏波
崇徳 本山　笑実 三原市 如水館 兒玉　妃加
崇徳 寄本　心結 庄原市 庄原 川本　小夏
ノートルダム清心 石田　千里 府中町 府中 林　友紀
ノートルダム清心 能美　真帆 熊野町 熊野 井原　紗菜
古田 井上　あかり 熊野 女夫池　香乃
AICJ 梶原　梨花 熊野東 中野　紅葉
AICJ 葛城　真央 熊野東 森　菜摘
祇園 明石　春香 熊野東 山本　京佳
白木 宇野　駆
白木 中矢　夏実

第28回中国地区書き初め大会　秀作入賞者（中１～中３）


