
令和２年度「かきぞめコンクール」審査結果について 

 

 公益財団法人愛知教育文化振興会の教育振興事業、第１０回「かきぞめコンクール」を実

施しましたところ、三河各地の小中学生の皆さんが多数応募してくださり、小中学生合わせ

て２，９５６点の応募がありました。本年度も、日本の伝統文化である書道に対して、多く

の児童生徒の皆さんの関心の高さと学ぶ意欲を感じました。 

 応募作品の審査は、かきぞめ手本の書家である先生方を中心に慎重に審査していただき、

下表のとおりの結果となりました。（審査結果の一部は、本振興会発行の機関紙『教育と文

化』にも掲載します。） 

なお、表彰対象は、「最優秀賞」各学年１点、「優秀賞」各学年２点、「佳作」各学年７点、

「奨励賞」各学年２０点程度の合計２６９点です。 

 

（お知らせ）  

   例年のように作品展示・表彰式を行う予定でありましたが、コロナ禍で『緊急事態 

  宣言』が発出されておりますので、本年度は行いません。何とぞご理解ください。 

   最優秀・優秀を受賞された皆さんにお渡しする賞状と副賞、そして佳作および奨励賞 

を受賞された皆さんにお渡しする賞状は、２月中旬以降に所属する学校へ送付します 

ので、学校を通じてお受け取りください。 

    

   また、最優秀・優秀作品については、後日、愛知教育文化振興会ホームページから閲 

覧できるようにしていく予定です。なお、作品の公開を望まない方は２月２日（火）ま  

でにご連絡ください。 

 

 

（お願い） 

  ・入賞者の学校名・氏名につきましては、応募個票をもとに記載しました。慎重を期し

て作成しましたが、万一、学校名や氏名に誤りがありましたら、愛知教育文化振興会

（℡ ０５６４－５１－４８１９）までご連絡ください。 



計

西尾市 平坂小 豊田市 駒場小 豊田市 中山小 豊田市 駒場小 みよし市 天王小 安城市 里町小

刈谷市 亀城小 豊田市 野見小 安城市　 桜井小 豊田市 野見小 豊田市 朝日小 豊田市 寺部小

西尾市 矢田小 豊田市 大林小 幸田町 豊坂小 安城市 安城中部小 安城市 安城北部小 蒲郡市 蒲郡北部小

岡崎市 井田小 岡崎市 井田小 豊田市 朝日小 碧南市 新川小 豊田市 井上小 豊田市 挙母小

豊田市 中山小 豊田市 朝日小 豊田市 山之手小 豊田市 小清水小 豊田市 井上小 豊田市 梅坪小

豊田市 若林東小 豊田市 朝日小 安城市 桜井小 豊田市 大林小 豊田市 挙母小 豊田市 梅坪小

西尾市 平坂小 豊田市 野見小 西尾市 一色中部小 安城市 安城北部小 豊田市 元城小 豊田市 寺部小

西尾市 一色東部小 豊田市 美山小 西尾市 荻原小 安城市 安城北部小 豊田市 若園小 豊田市 小清水小

みよし市 中部小 豊田市 前山小 みよし市 中部小 安城市 桜井小 豊田市 若園小 豊田市 大林小

みよし市 中部小 西尾市 矢田小 蒲郡市 蒲郡北部小 西尾市 平坂小 蒲郡市 竹島小 安城市 作野小

奨励賞

（人数）

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

２０

尾藤　道彦 田口　尚磨 小池　春陽 鳥居　礼夢 岡田　茉希 小川　芽久

１９ ２０ ２０ ２０ ２０

竹花　早耶香

青木　花帆 橋屋　魁人 徳倉　愛 濵野　蒼太 山㟢　妃葵 兵頭　柚羽

鈴木　芽依奈 水口　優莉子 尾藤　朝飛 佐藤　望白 山中　太陽

河原　優那 初田　桃花

菊田　麻友里 村瀬　結香 中津　颯人 今井　花音 吉岡　柚子香 澤田　彩花

鈴木　星愛

伊藤　里紗 堀　　美咲 河村　丈 兵頭　徠夢 杉渕　柊二 小野　爽

赤澤　芭菜

佳　作

杉江　柑南 湯浅　凛音 西　　麗桜 犬塚　琉迦

小林　一路 𠮷田　旬 磯谷　海瑠 渡辺　翔真

渡邉　菜々葉

永江　彩香 渡辺　由真 山﨑　ゆゆ 桑子　紗奈 坂口　蒼依 小谷川　颯大

村松　泰征
優秀賞

豊野　莉唯 髙島　彩加 伊藤　絵天 村瀬　朱音

５ 年 ６ 年

鳥居　咲良 手嶌　華菜 伊藤　颯汰 山田　晴 坂井　来光 米津　基

最優秀賞

1 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年

２,５０５

令和２年度　かきぞめコンクール入賞者一覧（小学生の部）

応募総数
1 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

６８０ ４８８ ４２３ ３３９ ３０１ ２７４



計 ４５１

奨励賞

（人数）

最優秀賞

令和２年度　かきぞめコンクール入賞者一覧（中学生の部）

応募総数

佳　作

山田　柊

みよし市 三好丘中
優秀賞

豊田市 前林中

渡辺　葵

豊田市

柘植　いずみ

豊田市 朝日丘中

浦野　はづき

1　年

１９３

安城南中

豊田市 上郷中

竹知　舞帆

豊田市

豊田市

天野　芽

松井　萌絵

豊田市 梅坪台中

小野　栞

井郷中

川合　凪彩

高岡中

横井　杏実

豊田市 美里中

安城市

　1　年

豊田市 美里中

豊田市 高岡中

有上　麻菜

２　年

豊田市 崇化館中

椎葉　芽生村瀬　七海

刈谷市

崇化館中

浦浜　恵里華

豊田市 前林中

沼﨑　千昂

安城市 東山中

中原　愛彩

朝日中

３　年

１０９

３　年

豊田市 前林中

石川　諒一

豊田市 浄水中

川﨑　ほの香

２　年

１４９

碧南市 東中

大嶋　妃織

名倉　有紀

豊田市 朝日丘中

東山中

荒川　心美

豊田市 上郷中

荒牧　李來

豊田市 美里中

豊田市 若園中

後藤　瑶惺

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

西尾市 吉良中

大須賀　映美

２０

西尾市 西尾中

青山　さくら

西尾市 西尾中

橋本　芽

西尾市　 一色中

長田　昇大坂口　陽香

２０

安城市

青木　万桜

安城市 東山中

市川　桜子

安城市 東山中

２０



岡崎市 井田小 岡崎市 三島小 岡崎市 美合小 岡崎市 附属岡崎小 岡崎市 美合小 岡崎市 井田小

碧南市 新川小 碧南市 棚尾小 岡崎市 三島小 岡崎市 美合小 豊田市 加納小 豊田市 青木小

豊田市 四郷小 刈谷市 小垣江小 岡崎市 井田小 岡崎市 美合小 豊田市 寺部小 豊田市 梅坪小

豊田市 中山小 豊田市 挙母小 岡崎市 六名小 岡崎市 大門小 豊田市 市木小 豊田市 朝日小

豊田市 中山小 豊田市 朝日小 豊田市 四郷小 碧南市 新川小 豊田市 野見小 豊田市 浄水小

豊田市 元城小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小 刈谷市 亀城小 豊田市 広川台小 豊田市 寺部小

豊田市 梅坪小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小 刈谷市 東刈谷小 豊田市 広川台小 豊田市 美山小

豊田市 寺部小 豊田市 野見小 豊田市 寺部小 豊田市 挙母小 豊田市 大林小 豊田市 前山小

豊田市 野見小 豊田市 童子山小 豊田市 寺部小 豊田市 元城小 豊田市 堤小 豊田市 山之手小

豊田市 根川小 豊田市 高嶺小 豊田市 野見小 豊田市 朝日小 豊田市 若林東小 豊田市 土橋小

安城市 桜林小 豊田市 堤小 豊田市 浄水北小 豊田市 寺部小 安城市 里町小 豊田市 土橋小

安城市 今池小 豊田市 堤小 豊田市 浄水北小 豊田市 寺部小 安城市 三河安城小 豊田市 寿恵野小

西尾市 平坂小 安城市 里町小 豊田市 童子山小 豊田市 東山小 西尾市 一色南部小 豊田市 堤小

西尾市 平坂小 西尾市 平坂小 豊田市 畝部小 豊田市 竹村小 西尾市 吉田小 豊田市 若林西小

西尾市 平坂小 西尾市 平坂小 豊田市 若林東小 豊田市 土橋小 西尾市 白浜小 安城市 明和小

西尾市 福地南部小 西尾市 白浜小 安城市 桜町小 豊田市 大林小 みよし市 中部小 安城市 里町小

西尾市 一色中部小 みよし市 天王小 西尾市 平坂小 西尾市 一色東部小 みよし市 三好丘小 西尾市 平坂小

みよし市 天王小 蒲郡市 蒲郡南部小 西尾市 一色東部小 知立市 知立西小 幸田町 中央小 西尾市 室場小

みよし市 黒笹小 蒲郡市 塩津小 みよし市 天王小 みよし市 天王小 蒲郡市 蒲郡北部小 みよし市 北部小

蒲郡市 塩津小 蒲郡市　 蒲郡北部小 幸田町 中央小 蒲郡市 西浦小 蒲郡市 蒲郡南部小

丸山　凛花 宇田　唯千花 志賀　優愛 遠藤　栞菜 辻岡　右乃

山下　修生 市川　穂乃 坂井　祐月 青山　奈央 鳥山　希実 加藤　千愛

阿部　一博 市川　緋里 石川　萌華 川俣　穂果 髙橋　由芽 野村　明花音

大饗　すみれ 茂木　あずさ 長坂　彩良 豊田　晴琉 井手　敦乃 加藤　結愛

羽佐田　楓弥 幸地　優空 江見　つくし 岡田　悠希 梶　真美佳 早瀬　ひより

松木　來叶 花岡　姫菜子 岩崎　萌心慈 山口　藍鈴 櫻井　結心 深津　英仁

坪見　真惟

小島　縁和 谷澤　瑛斗

安部　佑愛乃 柴田　穂果 岡崎　真生 大嶋　千悠 浅井　咲季 田中　菜月

服部　咲奈 沼﨑　美希 高橋　のゆり 加藤　彩羽

大野　仁衣奈 梛野　莉心 伊庭　日菜 原田　奈乃羽 平山　凛香

窪田　優衣

平岡　由梨 倉橋　沙良 水澤　幸香 近藤　孝太郎 小林　碧 大加　梛智

水澤　菜緒 安井　花奈笑 松崎　伶奏 米花　瑠華 沼﨑　結貴 河村　椿

森　　心菜 西　　彩那 神戸　風香 石王　葵 柴田　湖春

桒田　湊太 草野　葉音 柴田　栞歩 牛田　さやの 奥村　実愛 山﨑　愛美

魚住　朱里 原田　眞生

西岡　涼雅 黒木　智博 川澄　莉子 岡田　麻衣 内藤　雫月 橋屋　柚希

安達　柊旺 大野　裕真 川合　琴心 豊野　舜

鎌田　未奈萌 近田　梨世

相羽　晴生

檀浦　由芽 𠮷藤　はな 林　　龍希 佐野　てぃな 髙島　悠生 室節　千遥

石川　ひまり 中村　悠斗 坂　　香凛 中山　美咲 村瀬　敦哉

【別紙】　令和２年度　かきぞめコンクール奨励賞受賞者一覧（小学生の部）

奨励賞

６　年

田形　杏梨 判治　里紗 柴田　紗弥羽 犬塚　柚芭 江口　真央 長友　栞南

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

山田　菜生美

梅村　心雪 加藤　亜子 佐藤　瑛仁 鈴木　綾乃 小野田紗也 野坂　夢乃

大村　吏乃 相本　浩壱 景山　綸



【別紙】　　令和２年度　かきぞめコンクール奨励賞受賞者一覧（中学生の部）

1　年 ２　年 ３　年

岡崎市 附属岡崎中 豊田市 朝日丘中 豊田市 崇化館中

曳野　紗史 神谷　奈見 伊藤　佑華

豊田市 崇化館中 豊田市 朝日丘中 豊田市 崇化館中

上田　笑瑚 中村　恵梨 河合　最愛

豊田市 崇化館中 豊田市 高橋中 豊田市 崇化館中

中村　栞 小松　起子 村松　真依

豊田市 崇化館中 豊田市 高橋中 豊田市 朝日丘中

𠮷藤　快 新開　瑠奈 大山　瑞月

豊田市 朝日丘中 豊田市 上郷中 豊田市 豊南中

西尾　菜乃 中原　百合菜 大橋　実桜

豊田市 朝日丘中 豊田市 高岡中 豊田市 豊南中

堀江　わかな 大輪　悠花 宮崎　泰成

豊田市 高岡中 豊田市 猿投中 豊田市 高橋中

大口　乃愛 原田　結衣 深堀　侑里

豊田市 美里中 豊田市 逢妻中 豊田市 高橋中

植村　若奈 大平　愛美 渡邉　央輔

豊田市 美里中 豊田市 末野原中 豊田市 美里中

上村　美空 富田　理央 辻本　桜花

柏木　結衣 廣田　暖華 松井　梨絵

豊田市 末野原中 西尾市 東部中 豊田市 逢妻中

豊田市 若園中

成田　一葉 北村　百絵 野場　夢菜

安城市 東山中 西尾市 一色中 豊田市

豊田市 末野原中 西尾市 一色中

前林中

今井　春花 杉本　ひかり 深田　千世

安城市 東山中 西尾市 一色中 豊田市 浄水中

井上　新永

みよし市 三好中 西尾市 一色中 安城市 東山中

谷村　和佳

西尾市 一色中 西尾市 一色中 安城市 明祥中

嶋崎　愛 高倉　杏奈

浅井　優花 山田　凛

稲田　真奈美 湯浅　心媛 神谷　麻輝

みよし市 三好中 西尾市 吉良中 安城市 東山中

高木　裕美

みよし市 三好丘中 蒲郡市 蒲郡中 みよし市 三好中

斎木　春花 平野　心音 神谷　久輝

みよし市 北中 みよし市 三好丘中 安城市 東山中

西浦　唯央 山本　さくら 水野　惺友

奨励賞

坂中　志帆 広浜　花梨 柳田　陸

蒲郡市 形原中 蒲郡市 中部中 豊田市 南山女子中

久保　ひかり 伊藤　緋色 斎木　彩花

みよし市 三好丘中 蒲郡市 中部中 みよし市 三好丘中

木本　茉季 西元　彩乃


