
令和３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１１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２，６７７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。 

 かきぞめ手本を書かれた、書家の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点の合計２７０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、新型コロナウイルス 

  の感染が急拡大し、本県にも『まん延防止等重点措置』が適用されるに至りました。 

このような状況を鑑み、本年度は中止します。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１日（火）

までにご連絡ください。 

 

 

（お願い） 

   入賞者の学校名・氏名は、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かきぞめコン 

クール担当（稲垣）までご連絡ください。 
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計

西尾市 平坂小 西尾市 平坂小 豊田市 大林小 安城市 桜井小 豊田市 駒場小 豊田市 野見小

豊田市 朝日小 豊田市 野見小 刈谷市 小垣江小 豊田市 中山小 岡崎市 美合小 岡崎市 美合小

西尾市 一色南部小 蒲郡市 蒲郡南部小 豊田市 野見小 豊田市 野見小 豊田市 野見小 岡崎市 美合小

岡崎市 梅園小 豊田市 四郷小 岡崎市 三島小 岡崎市 美合小 豊田市 元城小 豊田市 朝日小

刈谷市 東刈谷小 豊田市 中山小 碧南市 新川小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小 豊田市 市木小

豊田市 挙母小 西尾市 矢田小 刈谷市 小垣江小 豊田市 寺部小 豊田市 東山小 豊田市 広川台小

豊田市 寺部小 西尾市 平坂小 豊田市 野見小 豊田市 寺部小 豊田市 小清水小 豊田市 堤小

西尾市 矢田小 西尾市 平坂小 豊田市 前山小 豊田市 市木小 安城市 安城北部小 安城市 作野小

みよし市 黒笹小 西尾市 一色東部小 安城市 今池小 安城市 桜町小 安城市 桜井小 西尾市 吉田小

蒲郡市 蒲郡北部小 蒲郡市 形原小 西尾市 平坂小 みよし市 中部小 蒲郡市 竹島小 幸田町 中央小

奨励賞

（人数）

２,２６９

令和３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

６５１ ４６３ ３２８ ３０３ ２５９ ２６５

最優秀賞

1 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

榊原　英悟 鳥居　咲良 渡辺　由真 伊藤　絵天 山田　晴 髙島　悠生

優秀賞
堀　唯花 水澤　菜緒 加藤　亜子 伊藤　颯汰 小野田　百華

鈴木　歩愛 篠原　耕壽 村瀬　結香 水澤　幸香 村瀬　朱音 椎葉　颯太

鎌田　未奈萌

佳　作

小森　結仁 梅村　心雪 判治　里紗 柴田　紗弥羽

杉山　杏紗 永江　彩香 加藤　希子 澤田　朋果

村松　泰征

オウ　マギ 伊藤　里紗 大村　允天　 川澄　莉子 加藤　彩羽 村瀬　敦哉

岩瀬　ゆめ

大嶋　千悠 内藤　雫月

栗田　桃子 安部　佑愛乃 髙島　彩加 柴田　栞歩 兵頭　徠夢 沼﨑　結貴

平山　凛香

加藤　星奈 大野　仁衣奈 水口　優莉子 村瀬　愛佳 濵野　蒼太 野尻　悠真

阿久沢　映翔 杉浦　陽奏 杉浦　絢音 江見　つくし 髙松　ゆり

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

２０

小池　花 鈴木　湖己 岩田　望央 尾藤　朝飛 増木　悠真 髙橋　由芽

２０ ２０ ２０ ２０ ２０



計 ４０８

奨励賞

（人数）

最優秀賞

令和３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

鳥居　紗妃

豊田市 豊南中学校
優秀賞

岡崎市 竜海中学校

山﨑　愛美

豊田市

橋屋　柚希

豊田市 梅坪台中学校

小野　爽

1　年

１３５

東山中学校

豊田市 梅坪台中学校

初田　桃花

豊田市

豊田市

川上　優空

新開　瑠奈

豊田市 上郷中学校

荒牧　李來

末野原中学校

深津　心那

高橋中学校

小松　起子

豊田市 高橋中学校

豊田市

　1　年

豊田市 末野原中学校

豊田市 高橋中学校

磯谷　莉子

２　年

豊田市 前林中学校

山田　柊竹花　早耶香

豊田市

美里中学校

村瀬　七海

安城市 東山中学校

坂口　陽香

豊田市 上郷中学校

中原　百合菜

逢妻中学校

３　年

１２８

３　年

豊田市 崇化館中学校

浦浜　恵里華

豊田市 崇化館中学校

椎葉　芽生

２　年

１４５

岡崎市 竜海中学校

中村　栞

宮原　伶歌

刈谷市 朝日中学校

松平中学校

柘植　いずみ

豊田市 崇化館中学校

上田　笑瑚

豊田市 崇化館中学校

豊田市 上郷中学校

加藤　夢結

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

西尾市 東部中学校

富田　理央

２０

豊田市 末野原中学校

工藤　菜央

安城市 東山中学校

天野　芽

安城市 東山中学校

市川　桜子小野良　有芽

２０

安城市

早瀬　ひより

西尾市 吉良中学校

澤田　淳志

幸田町 南部中学校

２０



碧南市 西端小 附属 附属岡崎小 岡崎市 井田小 岡崎市 梅園小 岡崎市 美合小 岡崎市 三島小

刈谷市 かりがね小 岡崎市 井田小 碧南市 新川小 岡崎市 美合小 岡崎市 美合小 豊田市 青木小

豊田市 挙母小 豊田市 中山小 碧南市 西端小 岡崎市 井田小 岡崎市 大門小 豊田市 井上小

豊田市 寺部小 豊田市 浄水小 豊田市 青木小 碧南市 大浜小 岡崎市 岡崎小 豊田市 小原中部小

豊田市 寺部小 豊田市 平井小 豊田市 井上小 碧南市 棚尾小 碧南市 新川小 豊田市 元城小

豊田市 寺部小 豊田市 根川小 豊田市 朝日小 豊田市 梅坪小 豊田市 梅坪小 豊田市 梅坪小

豊田市 浄水北小 豊田市 前山小 豊田市 寺部小 豊田市 浄水北小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小

豊田市 土橋小 豊田市 土橋小 豊田市 寺部小 豊田市 童子山小 豊田市 野見小 豊田市 寺部小

豊田市 高嶺小 豊田市 若林東小 豊田市 美山小 豊田市 小清水小 豊田市 広川台小 豊田市 広川台小

豊田市 寿恵野小 安城市 安城東部小 豊田市 美山小 豊田市 若林東小 豊田市 前山小 豊田市 小清水小

豊田市 大林小 安城市 桜井小 豊田市 前山小 安城市 桜井小 豊田市 大林小 豊田市 高嶺小

豊田市 大林小 安城市 今池小 豊田市 高嶺小 安城市 丈山小 安城市 安城中部小 豊田市 若林東小

豊田市 堤小 西尾市 花ノ木小 豊田市 堤小 安城市 三河安城小 安城市 安城中部小 豊田市 若林東小

安城市 二本木小 西尾市 平坂小 安城市 安城北部小 西尾市 一色中部小 安城市 安城北部小 安城市 桜井小

安城市 桜林小 西尾市 一色東部小 安城市 今池小 西尾市 一色南部小 西尾市 一色南部小 安城市 桜町小

西尾市 矢田小 みよし市 中部小 西尾市 一色中部小 みよし市 北部小 知立市 知立西小 西尾市 一色南部小

西尾市 一色中部小 幸田町 深溝小 西尾市 一色東部小 みよし市 天王小 みよし市 三好丘小 みよし市 黒笹小

西尾市 一色西部小 蒲郡市 西浦小 西尾市 一色南部小 幸田町 坂崎小 幸田町 中央小 幸田町 坂崎小

西尾市 吉田小 蒲郡市 三谷東小 西尾市 吉田小 蒲郡市 蒲郡北部小 幸田町 荻谷小 蒲郡市 蒲郡東部小

みよし市 緑丘小 蒲郡市 竹島小 幸田町 中央小 蒲郡市 蒲郡北部小 蒲郡市 蒲郡西部小 蒲郡市 竹島小

和田　実莉 小笠原　広大 杉浦　唯花 小池　春陽 山本　惟乃梨 岡田　茉希

水野　咲良 武藤　優凪 澤田　留依 宇田　唯千花 原　　杏羽 池田　美海

杉江　澪  壁谷　愛華 鈴木　心愛 柴田　朋弥 志賀　優愛 東園　斗我

山﨑　惇平 高橋　桜来 髙須　春馬 坂井　祐月 薬師寺　咲来 西元　祐貴

中村　勇哉 鈴木　芽依奈 伊藤　絢香 松崎　玲奈 川俣　穂果 浅井　咲季

石川　來愛 青木　花帆 田中　智大 浅井　聡介 小林　古都 野上　歩実

岩瀬　琥珀

大岡　　樹 阿部　みのり

小野　理緒 川井　芹里菜 西　彩那 小島　徠結 桑子　紗奈 山口　佳子

山内　麗愛 服部　咲奈 倉橋　沙良 岩城　　颯

堀山　詩乃 菊田　麻友里 濵野　莉那 山﨑　佳南 今井　花音

荒牧　皇輝

乙黒　未央理 長江　由奈 水谷　真優 岩崎　萌心慈 山本　皐月 福田　優衣

大石　萌花 小林　一路 橋屋　魁人 松本　みなみ 寺西　晴紀 魚住　朱里

後藤　咲央里 山田　暖乃果 近澤　拓晃 磯谷　海瑠 渡辺　翔真

水島　航一 鈴木　結菜 山本　千晴 岡崎　真生 植村　茉奈 柴田　蒼佑

西岡　栞音 中島　阿子

野田　怜奈 播　歩奈 野村　帆乃未 高橋　のゆり 石王　　葵 小野田　紗也

都築　優依華 平岡　由梨 中島　悠良 小野　晃大

大西　　詩 鈴木　綾乃

田口　綾夏

川澄　怜加 太田　望桜 赤澤　香 石川　結唯 犬塚　琉迦 吉岡　柚子香

浅井　稜真 野田　芽生 篠原　百合咲 平松　美希 入江　優希

【別紙】　令和３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

山田　彩晴 戸田　莉里那 高橋　紗月 建野　仁希 市川　柚芽 判治　直哉

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

戸松　もか

川端　早絢 檀浦　由芽 小西　美緒 近田　小茉希 中山　美咲 川合　航生

川尻　晟士 田形　杏梨 佐野　はお



山本　寧音 坂中　志帆 西元　彩乃

奨励賞

花田　真央 斎木　春花 加藤　阿弥

蒲郡市 蒲郡中学校 みよし市 三好丘中学校 みよし市 三好丘中学校

神谷　幸花 稲田　真奈美 山田　凛

みよし市 北中学校 みよし市 三好中学校 西尾市 吉良中学校

神谷　乙羽 浅井　優花 杉本　ひかり

西尾市 一色中学校 みよし市 三好中学校 西尾市 一色中学校

米津　基 橋本　苗 鈴木　蓮太朗

西尾市 一色中学校 西尾市 一色中学校 西尾市 一色中学校

深津　英仁 岩瀬　晴香 村上　桜叶

安城市 東山中学校 西尾市 西尾中学校 西尾市 寺津中学校

富川　紗妃

安城市 明祥中学校 安城市 桜井中学校 安城市 東山中学校

上村　真生

安城市 安城南中学校 安城市 安城南中学校 安城市 安城北中学校

室節　千遥 鷲野　眞歩

加藤　優奈 青木　万桜

谷澤　瑛斗 成田　一葉 後藤　瑶惺

豊田市 浄水中学校 豊田市 末野原中学校 豊田市 梅坪台中学校

豊田市 若園中学校

服部　咲愛 上村　美空 菊池　晴名

豊田市 末野原中学校 豊田市 末野原中学校 豊田市

豊田市 美里中学校 豊田市 末野原中学校

若園中学校

大加　梛智 石川　萌奈 大平　愛美

山田　菜生美 田中　那樹 大嶋　妃織

豊田市 竜神中学校 豊田市 末野原中学校 豊田市 逢妻中学校

髙橋　詩央 小野田　佑夏 原田　結衣

豊田市 猿投台中学校 豊田市 梅坪台中学校 豊田市 美里中学校

松村　伊吹 植村　若奈 近田　那奈

豊田市 上郷中学校 豊田市 美里中学校 豊田市 猿投中学校

川合　紋寧 大口　乃愛 小野　愛美

豊田市 高橋中学校 豊田市 美里中学校 豊田市 猿投中学校

池田　桜菜 金枝　さほ 大輪　悠花

豊田市 高橋中学校 豊田市 高岡中学校 豊田市 猿投中学校

鈴木　星愛 堀江　わかな 見田　悠依

豊田市 朝日丘中学校 豊田市 高橋中学校 豊田市 高岡中学校

相羽　晴生 西尾　菜乃 田口　恵茉

豊田市 崇化館中学校 豊田市 朝日丘中学校 豊田市 上郷中学校

市古　ひなた 井上　陽菜 清水　ゆな

豊田市 崇化館中学校 豊田市 朝日丘中学校 豊田市 高橋中学校

梅原　有沙 江口　美優 菊地　廉旺

碧南市 西端中学校 豊田市 崇化館中学校 豊田市 高橋中学校

【別紙】　　令和３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 愛知教育大学附属岡崎中学校 岡崎市 美川中学校 豊田市 崇化館中学校


