
 

令和４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、令和４年度「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合わせて２，０４５点の応募がありました。

日本の伝統文化である「書道」に対する関心の高さを感じました。 

  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）  

 「かきぞめコンクール」・「みかわ彩発見絵画コンクール」の作品展を２月３日（金）・４

日（土）の９時３０分から１５時３０分まで、三河教育会館で開催します。ぜひご覧くださ

い。 

 また、最優秀・優秀賞受賞者を対象に、表彰式を２月５日（日）に行います。佳作および、 

 奨励賞を受賞された皆さんの賞状は、２月中旬以降に所属する学校へお届けしますので、

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（水）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（天野）までご連絡ください。 

℡ ０５６４－５１－４８１９ 



計

西尾市 平坂小 西尾市 平坂小 豊田市 中山小 豊田市 野見小 安城市 桜井小 豊田市 駒場小

西尾市 中畑小 豊田市 青木小 岡崎市 矢作北小 岡崎市 三島小 岡崎市 井田小 岡崎市 美合小

西尾市 吉田小 蒲郡市 竹島小 豊田市 中山小 豊田市 野見小 刈谷市 かりがね小 豊田市 野見小

刈谷市 小高原小 豊田市 朝日小 豊田市 土橋小 碧南市 新川小 碧南市 棚尾小 豊田市 挙母小

刈谷市 日高小 豊田市 寺部小 豊田市 高嶺小 刈谷市 小垣江小 豊田市 中山小 豊田市 元城小

豊田市 前山小 豊田市 高嶺小 西尾市 平坂小 豊田市 青木小 豊田市 寺部小 豊田市 梅坪小

西尾市 平坂小 豊田市 堤小 西尾市 一色東部小 豊田市 朝日小 豊田市 若林東小 豊田市 寺部小

西尾市 矢田小 西尾市 平坂小 みよし市 中部小 豊田市 前山小 安城市 桜井小 安城市 桜井小

みよし市 黒笹小 西尾市 室場小 蒲郡市 蒲郡南部小 豊田市 大林小 安城市 桜町小 西尾市 平坂小

蒲郡市 竹島小 西尾市 一色西部小 蒲郡市 形原小 安城市 今池小 幸田町 荻谷小 みよし市 三好丘小

奨励賞

（人数）

１,７０４

令和４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

４１８ ３８５ ２４５ ２３６ ２３０ １９０

最優秀賞

1 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年

花岡　想太 榊原　英悟 檀浦　由芽 村瀬　結香 伊藤　絵天 山田　晴

優秀賞
中村　日咲 廣野　菜々 羽戸　陽咲 判治　里紗 市川　柚芽

河野　琥太郎 白井　里依 伊藤　里紗 髙島　彩加 興梠　葵 村瀬　朱音

近田　小茉希

佳　作

𠮷田　伊織 堀　唯花 鈴木　結菜 大村　允天

水口　理紗子 柳澤　莉子 安部　佑愛乃 杉山　蒼波

牛田　さやの

黒田　澪里 古井　柔花 近藤　真唯 加藤　希子 伊藤　颯汰 岩瀬　ゆめ

井上　晴貴

柴田　栞歩 西岡　栞音

松木　莉來 小野　理緒 豊田　優芽 堀　美咲 岩崎　萌心慈 石王　葵

鳥居　礼夢

井田　琴葉 小松　栞奈 尾藤　道彦 水口　優莉子 磯谷　海瑠　 髙松　ゆり

丹羽　裕愛 伊藤　愛莉 篠原　耕壽 渡辺　由真 江見　つくし

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

２０

酒井　朋佳 杉江　澪 鈴木　湖己 杉浦　絢音 可知　笑奈 薬師寺　咲来

２０ ２０ ２０ ２０ ２０



計 ３４１

奨励賞

（人数）

※　別紙奨励賞受賞者一覧参照

みよし市 三好丘中

坂中　志帆

２０

豊田市 美里中

村瀬　七海

豊田市 美里中

森田　胡桃

幸田町 南部中

小野良　有芽平山　凛香

２０

豊田市

市川　穂香

安城市 東山中

坂口　蒼依

西尾市 吉良中

２０

２　年

１１９

豊田市 朝日丘中

早瀬　ひより

池田　桜菜

豊田市 上郷中

一色中

大山　沙久良

豊田市 上郷中

近藤　すず

安城市 東山中

安城市 篠目中

中村　琉菜

３　年

９４

３　年

豊田市 前林中

山田　柊

豊田市 崇化館中

中村　栞

　1　年

みよし市 南中

岡崎市 美川中

江口　美優

２　年

豊田市 末野原中

竹花　早耶香坂井　来光

豊田市

高橋中

川合　紋寧

豊田市 梅坪台中

小野　爽

豊田市 末野原中

鷲野　眞歩

高橋中

神谷　幸花

西尾　菜乃

豊田市 松平中

川上　優空

高岡中

阿部　みのり

崇化館中

上田　笑瑚

豊田市 朝日丘中

西尾市

最優秀賞

令和４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

内藤　雫月

豊田市 井郷中
優秀賞

豊田市 美里中

杉渕　柊二

豊田市

柴田　蒼佑

豊田市 高橋中

村瀬　敦哉

1　年

１２８

浄水中

豊田市 上郷中

倉橋　杷七

豊田市

豊田市



刈谷市 小高原小 碧南市 鷲塚小 愛教大 附属小 刈谷市 小垣江小 岡崎市 梅園小 岡崎市 美合小

刈谷市 日高小 刈谷市 亀城小 刈谷市 日高小 豊田市 井上小 岡崎市 三島小 岡崎市 大門小

豊田市 寺部小 刈谷市 かりがね小 刈谷市 衣浦小 豊田市 元城小 岡崎市 美合小 岡崎市 岡崎小

豊田市 寺部小 豊田市 青木小 豊田市 四郷小 豊田市 朝日小 豊田市 四郷小 碧南市 新川小

豊田市 寺部小 豊田市 梅坪小 豊田市 梅坪小 豊田市 朝日小 豊田市 井上小 豊田市 朝日小

豊田市 野見小 豊田市 寺部小 豊田市 朝日小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小 豊田市 寺部小

豊田市 山之手小 豊田市 寺部小 豊田市 浄水小 豊田市 寺部小 豊田市 市木小 豊田市 童子山小

豊田市 山之手小 豊田市 寺部小 安城市 今池小 豊田市 東山小 豊田市 野見小 豊田市 小清水小

豊田市 若林東小 豊田市 寺部小 西尾市 米津小 豊田市 前山小 豊田市 高嶺小 豊田市 前山小

豊田市 滝脇小 豊田市 広川台小 西尾市 平坂小 豊田市 高嶺小 豊田市 畝部小 豊田市 竹村小

安城市 安城東部小 豊田市 浄水北小 西尾市 矢田小 豊田市 大林小 安城市 桜井小 豊田市 高嶺小

安城市 作野小 豊田市 根川小 西尾市 一色南部小 豊田市 大林小 安城市 三河安城小 豊田市 大林小

安城市 丈山小 豊田市 大林小 知立市 八ツ田小 豊田市 若林東小 西尾市 平坂小 安城市 安城北部小

西尾市 花ノ木小 豊田市 若園小 みよし市 中部小 安城市 安城北部小 西尾市 平坂小 安城市 安城北部小

西尾市 八ツ面小 安城市 桜井小 みよし市 三吉小 安城市 安城北部小 みよし市 中部小 知立市 知立西小

西尾市 中畑小 西尾市 矢田小 みよし市 緑丘小 西尾市 平坂小 みよし市 三吉小 幸田町 坂崎小

西尾市 平坂小 西尾市 一色東部小 みよし市 緑丘小 西尾市 平坂小 蒲郡市 蒲郡南部小 幸田町 中央小

西尾市 平坂小 西尾市 一色南部小 幸田町 中央小 西尾市 一色中部小 蒲郡市 蒲郡北部小 幸田町 深溝小

西尾市 矢田小 幸田町 幸田小 蒲郡市 蒲郡南部小 幸田町 中央小 蒲郡市 蒲郡北部小 蒲郡市 竹島小

西尾市 幡豆小 蒲郡市 蒲郡北部小 蒲郡市 西浦小 幸田町 中央小 蒲郡市 西浦小 蒲郡市 竹島小

【別紙】　令和４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

佐藤　愛莉 山下　瑠愛 戸田　莉里那 加藤　亜子 建野　仁希 鈴木　綾乃

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

中山　美咲

神谷　咲希 川尻　晟士 菊地　結太 北　琴羽 柴田　紗弥羽 入江　優希

飯海　陽菜 田中　志歩 飯海　夏実 赤澤　香 鎌田　結愛

犬塚　琉迦

八木　双葉 安達　ななみ 西岡　涼雅 𠮷田　旬 澤田　はるか　 勝本　真帆

荷川取　洵里 黒田　真央 梅村　心雪 門脇　理桜奈 林　龍希

長谷　帆栞 関　菜々美 服部　咲奈 酒井　くるみ 水澤　幸香 兵頭　徠夢

川澄　莉子 加藤　彩羽

金澤　夏沙 栗田　桃子 野田　芽生 八木　千緒 村瀬　愛佳 木村　華緒

嶌　遼大 上田　奈々奏 相羽　さやか 黒木　智博

山口　瑠音

安藤　初 酒井　柚奈 鳥居　咲良 倉橋　沙良 伊庭　日菜 安藤　芹

太田　怜玖 吉田　実花 伊藤　稜玖斗 吉川　ひかり 宮尾　朱莉 山本　皐月

阿部　蓮奈 小暮　直輝 永江　彩香 安藤　瑚笑 仲宗根　美海

濵野　蒼太

小島　徠結 渡辺　翔真

岩城　佑 首藤　らら 林　航太郎 前佛　紗良 榊原　怜子 今井　花音

上野　こはる 山地　まゆか 小林　眞知 榊原　桃子

本多　綾乃 堀端　遼人 鈴木　芽依奈 竹内　結子 長坂　彩良

石原　莉彩 長谷　唯花 石川　愛美 岩田　望央 小嶋　結乃 岡野　真生

本多　葵 髙橋　朋花 近藤　英里奈 濵野　莉那 尾藤　朝飛 川俣　穂果

冨田　栞莉 鈴木　歩愛 都築　颯汰 加藤　玲愛 井澤　心音 原田　頼杜

鈴木　乃加 柴崎　莉緒 廣谷　琴花 花岡　姫菜子 鵜飼　真帆 志賀　優愛

小嶋　悠仁 小池　花 壁谷　愛華 杉浦　唯花 倉地　脩矢 増木　悠真

松野　璃子 中村　空太 内田　博文 池田　夏凛 髙島　葵 桜木　槙葉



西元　祐貴 徳倉　雅 近藤　由奈

奨励賞

加藤　綾菜 澤田　淳志 林　江利紗

みよし市 三好丘中 西尾市 吉良中 蒲郡市 中部中

宮嵜　詩 豊田　花乃 斎木　春花

みよし市 三好丘中 西尾市 吉良中 みよし市 三好丘中

中島　阿子 小川　芽久 稲田　真奈美

豊田市 梅坪台中 西尾市 一色中 みよし市 三好中

山㟢　妃葵 米津　基 村松　花音

豊田市 梅坪台中 安城市 篠目中 みよし市 三好中

福田　優衣 深津　英仁 浅井　優花

豊田市 若園中 安城市 東山中 西尾市 一色中

坂口　陽香

豊田市 逢妻中 安城市 明祥中 西尾市 一色中

岩瀬　晴香

豊田市 美里中 安城市 安城南中 安城市 東山中

近田　梨世 千賀　遥月

魚住　朱里 尾上　春菜

原田　夕華 深津　心那 青木　万桜

豊田市 猿投中 豊田市 足助中 安城市 桜井中

豊田市 藤岡中

小野田　紗也 初田　桃花 曽我部　晟那

豊田市 上郷中 豊田市 末野原中 安城市

豊田市 高橋中 豊田市 梅坪台中

安城南中

堀江　さわな 兵頭　柚羽 杉渕　悠人

𠮷田　武留 橋屋　柚希 川合　凪彩

豊田市 朝日丘中 豊田市 逢妻中 豊田市 井郷中

浅井　咲季 鈴木　心菜 石川　萌奈

豊田市 崇化館中 豊田市 逢妻中 豊田市 井郷中

野上　歩実 大加　梛智 小野田　佑夏

西尾市 一色中 豊田市 竜神中 豊田市 末野原中

判治　直哉 杉山　桃萌 植村　若奈

安城市 安城南中 豊田市 竜神中 豊田市 美里中

國府田　泰樹 坪見　真惟 加藤　夢結

岡崎市 竜海中 豊田市 猿投台中 豊田市 美里中

椎葉　颯太 渡邉　菜々葉 勝本　香帆

岡崎市 竜海中 豊田市 高岡中 豊田市 上郷中

小野田　百華 山﨑　愛美 井上　陽菜

岡崎市 美川中 豊田市 高橋中 豊田市 崇化館中

江口　真央 太田　彰華 吉田　敢紀

岡崎市 美川中 豊田市 豊南中 豊田市 崇化館中

山中　太陽 鳥居　紗妃 宮原　伶歌

岡崎市 美川中 豊田市 豊南中 岡崎市 竜南中

【別紙】　　令和４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

愛教大 附属岡崎中 岡崎市 竜海中 岡崎市 竜海中


