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■蘇峰会静岡県書道展■

明治・大正・昭和と三代を通じ、先覚ジャーナリスト・史論家

として足跡を残した徳富蘇峰の偉業を顕彰し普及する事業として、

蘇峰会・静岡新聞社・静岡放送・駿府博物館が主催する書道展。

日本を愛し、日本民族の将来を憂え、文章報国に尽くした徳富蘇

峰の遺志を心ある人々に再認識してもらい、また書道を通じて青

少年の健全な育成をはかり、同時に書道の発展に寄与することを

目的として行っている。

■徳富蘇峰略歴■

1863年 (文久3)～1957年 (昭和32) 。

肥後国 (熊本県) 水俣に生まれる。本名猪

一郎。1886年に上京、翌1887年には民友

社を設立し、雑誌「国民之友」を創刊。

世界の新しい政治・経済・法律・思想・

文学などを率先紹介した。1890年 (明治

23) 「国民新聞」を刊行し、社長兼主筆

として言論界を主導。終生の事業に「近

世日本国民史」 (全百巻) の著述がある。

1943年 (昭和18) 文化勲章受章。また、静岡県ともゆかり深く熱海

伊豆山の晩晴草堂で晩年を過ごし、ここで95歳の天寿を全うした。

生前こよなく愛した富士山麓、御殿場市の青龍寺には分骨がなさ

れている。同寺本堂の前庭や静岡市清水の杉原山などに詩碑があ

る。また、漢詩集「富士八十首」の詩趣は青龍寺で得たといわれ

る。静岡・清水などにも来遊し、『烟霞勝遊記』に紀行文「静岡よ

り久能」がある。
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第42回蘇峰会静岡県書道展表彰式

●日時 平成３１年３月１７日（日） 午後１時３０分

●会場 静岡 新聞放送会館１８階　「蘇峰ホール」

■ 式次第 ■

◇　開式のことば　　静岡放送アナウンサー　　　　　　原田　大輝

◇　ご臨席者紹介　　静岡放送アナウンサー　　　　　　原田　大輝

◇　主催者挨拶　　　静岡新聞社　顧問　　　　　　　　北村　敏

◇　審査委員長講評　静岡県書道連盟会長　　 櫻井　流翆

◇　表　　彰

◇　閉式のことば

■ 審査委員 ■

審査委員長／静岡県書道連盟会長　　　　　櫻 井 流 翠 （焼津市）

審査委員／静岡県書道連盟顧問　　　　　　大 谷 青 嵐 （浜松市）

審査委員／静岡県書道連盟副会長　　　　　大 石 大 梅 （浜松市）
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第４２回蘇峰会静岡県書道展大賞入賞者

■徳富蘇峰賞■　＝６点＝

横山　　晴乃 （浜松市立中部小学校２年）

岩谷　　咲那 （島田市立初倉小学校４年)      

中村　奈々華 （島田市立初倉小学校６年)      

池田　　友菜 （静岡大学教育学部附属島田中学校２年）

大塚　　楓佳 （藤枝明誠高等学校２年）

杉山　　碧彩 （浜松市）

■静岡県知事賞■　＝１点＝

増田　　海音 （浜松学芸高等学校１年）

■静岡市長賞■　＝１点＝

鈴木　　俊翔 （磐田市立竜洋中学校１年）

■静岡県教育委員会教育長賞■　＝３点＝

久保田　　圭 （富士市立岩松小学校１年）

岡本　　莉奈 （富士市立岩松北小学校５年）

大石　くるみ （吉田町立吉田中学校３年) 

■静岡市教育長賞■　＝３点＝

桐田　　唯那 （島田市立初倉小学校３年）

見城　菜々子 （静岡大学教育学部附属静岡小学校５年）

今別府　音々 （浜松学芸高等学校２年）

■蘇峰会賞■　＝５点＝

季　　　琉愛 （静岡市立大里東幼稚園)

澤入　　美沙 （御前崎市立御前崎小学校４年)

川本　　美夢 （吉田町立中央小学校６年）

田代　　愛実 （静岡大学教育学部附属島田中学校２年）

平石　　光嶺 （富士宮市)   
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■静岡新聞社・静岡放送社長賞■　＝５点＝
山川　　結凪 （浜松市立瑞穂小学校４年）
戸坂　　美徳 （静岡市立清水由比北小学校５年)
鈴木　　凜音 （牧之原市立榛原中学校１年)
太田　　知穂 （静岡市立高等学校３年)
甲斐　　祥園 （静岡市)

■駿府博物館長賞■　＝５点＝
二 昂希 （浜松市立与進北小学校２年)  
冨永　　麻央 （島田市立初倉小学校３年)  
澤木　　千温 （掛川市立横須賀小学校５年)  
松浦　　未侑 （島田市立初倉小学校６年)  
内山　　夢穂 （静岡県立浜名高等学校１年) 

■静岡県書道連盟会長賞■　＝５点＝
鈴木　　結理 （静岡市立清水辻小学校４年)  
大池　　和音 （牧之原市立地頭方小学校５年）
大塚　　心美 （島田市立初倉小学校６年)  
鈴木　　結衣 （静岡雙葉中学校３年）
間宮　　思光 （富士宮市)      

■静岡県書道連盟賞■　＝７点＝
宇野　　　葵 （静岡市立駒形小学校１年）
築地　芽生子 （焼津市立大井川東小学校３年)
立石　　　旬 （静岡市立宮竹小学校４年）
川嶋　穂乃花 （静岡市立清水庵原小学校６年)
村松　　結衣 （静岡市立清水第一中学校２年)
村上　エミー （静岡県立静岡農業高等学校２年）
岩城　　艸樂 （浜松市)

■審査委員会賞■　＝７点＝
大瀧　　楓凜 （静岡市立清水由比小学校１年)
志村　　芽依 （静岡市立清水袖師小学校２年)
小林　　愛歩 （島田市立初倉小学校３年)
矢澤　菜乃羽 （静岡市立清水飯田東小学校４年)
立川　　留杏 （静岡市立大里東小学校５年)
大野木　真耶 （磐田市立南部中学校１年)
土屋　　彩秋 （富士宮市)  
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■奨励賞■　＝７点＝

池田　あかり （静岡市立田町幼稚園)  

渡辺　　凜乃 （富士市立吉原小学校２年）

名倉　　由奈 （掛川市立横須賀小学校３年)  

五十嵐　　碧 （静岡市立宮竹小学校４年)  

田中　　奏遥 （島田市立島田第二小学校５年)  

金刺　　咲良 （富士市立丘小学校６年)  

飯島　　知咲 （浜松学芸高等学校２年）

■団体奨励賞■　＝５団体＝　

琴花書道教室 (静岡市）

淵皷塾 (掛川市）

静岡県立静岡農業高等学校 (静岡市）

紅雪書道塾 (静岡市）

豊蘭会 (牧之原市)

社会福祉法人　富岳会　富岳台保育園 (裾野市)
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■優秀賞■　＝２８０点＝

【園　児】 ＝１３点＝　　

渡辺　　真子 杉山　　月姫 下山　　結愛

大滝　　悠介 中村　　恵麻 小泉　菜々子

大石　　青葉 戈茂　　早希 行木　恵太郎

志村　　颯太 梅澤　　宏仁 杉森　　美星

福川　　大珠

【小学１年】 ＝１８点＝　　

大本　　　樹 木　　郁未 島村　　真政

紅林　　茉帆 神田　　采耶 小倉　　美月

鈴木　　万葵 遠藤　　煌大 金谷　　翔生

廣瀬　　友愛 松原　　里紗 大塚　　菜那

田形　　瑠花 佐々木　莉子 加治　　杜人

山下　かりん 橋　　璃穂 澤入　　咲希

【小学２年】 ＝２７点＝

時田　　佳明 久保田　ゆい 遠藤　　明咲

酒井　　彩名 杉山　　　光 木内　　萌日　

バーナード空来 坂本　　愛菜 大石　　虎輝

市川　　紗季 石切山　莉登 有友　　希実

鈴木　　さみ 澤入　　はな 川島　　悠稀

大橋　　　夢 永塚　　理愛 中野　　雄太

森　　こゆず 寺坂　　　煌 太田　まほみ

池田　　明奈 坂井　　祐斗 中田　和日子

齊藤　千花子 美尾　　綾奈 五十嵐　悠仁
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【小学３年】 ＝２８点＝　

青島　　桃羽 西浦　　　白 天野　　華恋

島村　　南柚 後藤　　　怜 柴田　　瞳子

安田　　莉央 寺田　　蒼空 浅井　　彩花

市川　　祐宇 戸田　　礼花 大胡　　那奈

佐野　　葵彩 岡本　　啓汰 田中　　茉莉

内野　　結月 奥田　　久実 小川　乃々花

森下　　茉央 倉田　　夢菜 井口　　舞乃

柴田　　琉香 北出　　　凜 椋原　　嘉一

行木　　琴音 朝比奈　和音 田平　　彩鳳

原田　　煌大

【小学４年】 ＝３３点＝　

武内　　萌奈 渡辺　　南月 中屋　和歌子

中世古　啓衣 大島　　想代 櫻田　　杏花

鈴木　さくら 眞鍋　　　心 高橋　　美空

有友　　瑞希 石切山　留希 永田　　萌華

川田　　涼子 牧野　　汐莉 大石　ここみ

藤本　　心春 白鳥　　匠真 乾　　　真優

宮内　　玲奈 正木　　佑磨 川　　はな

望月　　茉依 小島　　和凛 岡村　　真宙

海野　　桃花 戈茂　　花歩 太田　悠里奈

小池　　天寧 鈴木　　康仁 服部　　千紘

松下　　愛梨 佐藤　　楓果 鈴木　　瑠莉
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【小学５年】 ＝３４点＝　

多田　　愛菜 石川　　琴葉 谷　　　李緒

細川　　祐加 村上　　　遼 山田　　竜士

鈴木　　愛里 若松　　心芭 村越　　史菜

上條　里沙子 石川　　愛乃 北西　　快名

大塚　なつめ 横山　　桃子 近藤　　結理

田村　心杜妃 大滝　さくら 風間　　優花

岡本　和佳奈 内藤　　乃愛 田　帆乃伽

矢部　　和奏 杉山　陽菜乃 田代　　優衣

鈴木　　日葵 永田　　統吾 水野　　斗葵

澤木　　詩茉 小野田　萌加 澤島　ひなた

水野　　萌音 伴野　なつ美 山岡　　楓奈

國分　　悠衣

【小学６年】 ＝２７点＝

長　　明香音 山下　　芽生 松井　ふた葉

岩本　　汐音 川島　　皐暉 設樂　　　澪

望月　　　優 田中　　勇也 小関　　若菜

水野　　佑南 水野　　晴斗 杉山　　琉奈

山本　帆乃香 松岡　　夏海 海野　　優空

佐藤　　　脩 疋野　　真子 松浦　　心音

大川　　莉音 金原　　蒼依 山下　　　翼

川口　　友萌 深澤　　歩紗 渡邊　　真那

飯田　　開斗 千澤　菜々美 福川　　煌陽
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【中学１年】 ＝１８点＝

北島　　杏美 寺井　　　優 大木　　心遥

民谷　　玲奈 永山　　愛理 秋山　　開星

岩谷　　美璃 井納　　歩美 折原　　菜穂

大塚　　葉月 若松　　詩葉 太田　　瑠菜

落合　　陽菜 府川　　陽海 大石　　　颯　

戸塚　　琉愛 鈴木　　陽菜 加藤　　愛奈

【中学２年】 ＝１８点＝　

小林　さくら 倉前　　京佳 大河原　光生

山本　　奈歩 大塚　　優奈 大石　向日葵

村越　　伊吹 中根　　璃胡 鈴木　　結惟

乾　　　優月 佐藤　　　悠 庄司　　華音

喜田　　智子 眞野　　綾夏 夏目　こはる

阿部　こころ 酒井　　湊士 中山　　優杏

【中学３年】 ＝８点＝

前嶋　　謙佑 岡村　　春佳 山　　　　善

日吉　　未悠 鈴木　　瑠唯 鈴木　　菜由

市川　　琴葉 森　　あかり
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【高校１年】 ＝２６点＝

伊藤　　聖菜 宮　　のどか 萩田　　亜美

松井　　花莉 杉本　　真子 池ヶ谷　琴美

市川　　千愛 浦野　　楓夏 北嶋　　栞菜

山西　　咲璃 吉原　　美歩 池上　　侑那

勝野　　李美 大塚　　百華 黒　　ふみね

石川　　芹奈 渡邊　　莉帆 太田　　絢寧

大石　　　紋 盛　　　陽華 山口　　未紗

清水　　野愛 山下　　美和 水野　　　楓

江頭　泉優翔 中野　　紗花

【高校２年】 ＝１８点＝

村松　　美優 春田　　優月 大塚　　萌香

北嶋　　美紅 土屋　　柳弥 鈴木　　綺音

鈴木　　翔馬 千葉　美由紀 宮崎　　夏凪　

永野　ひさみ 谷津　　明祈 伊藤　　　舞

遠藤　　実紅 飯田　希乃香 神谷　　亜湖

木村　　芽生 谷山　　七海 粟本　　千洋

【高校３年】 ＝４点＝　

清水　　夢加 塩澤　　萌衣 谷澤　みさゆ

加藤　　里菜
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【一　　般】 ＝８点＝

小池　祥司 津　日出子 神原　潮香

野添　紀翠 惟村　春葉 奥山　哲也

河口　彩苑 糠谷　瑞穂
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■ 第42回蘇峰会静岡県書道展応募者状況 ■

【応募総数】 ２,６４４点

【入 賞 数】 ３３５点（大賞５５点）

（優秀賞　２８０点）

【応募内容】 園 児 １２４点

小学１年 １６７点

小学２年 ２３９点

小学３年 ２７０点

小学４年 ３１７点

小学５年 ３１０点

小学６年 ２６７点

中学１年 １５１点

中学２年 １６０点

中学３年 ８３点

高校１年 ２３０点

高校２年 １８２点

高校３年 ３４点

一 般 １１０点




