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文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣文部科学大臣賞賞賞賞        

県名 部門 学校名 学年 氏名 

福井 手紙作文 大野市陽明中学校 中１ 木下 穂乃花 

富山 はがき作文 富山市立五福小学校 小１ 上野 瑞季 

 

郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社郵便事業株式会社賞賞賞賞        

県名 部門 学校名 学年 氏名 

福井 手紙作文 福井市中藤小学校 小５ 野中 日菜子 

富山 はがき作文 高岡市立野村小学校 小６ 釣谷 弥永 

 

金金金金賞賞賞賞        

県名 部門 学校名 学年 氏名 

手紙作文 射水市立小杉小学校 小１ 高井 賢郁 

はがき作文 高岡市立能町小学校 小１ 橘 依吹 

はがき作文 上市町立南加積小学校 小６ 岸 克弥 

絵手紙 入善町立桃李小学校 小３ 谷 桃佳 

絵手紙 氷見市立湖南小学校 小５ 道前 未来 

絵手紙 富山市立豊田小学校 小６ 野尻 侑伽 

富山 

絵手紙 南砺市立井波小学校 小６ 中盛 海斗 

手紙作文 福井市岡保小学校 小６ 小林 祐貴 

福井 

絵手紙 福井市社北小学校 小３ 木津 満風 

 

 

 

 

 



銀銀銀銀賞賞賞賞        

県名 部門 学校名 学年 氏名 

手紙作文 射水市立放生津小学校 小６ 加藤 敬子 

絵手紙 射水市立歌の森小学校 小２ 野上 ぴあの 

絵手紙 魚津市立本江小学校 小３ 米澤 志歩 

絵手紙 高岡市立国吉小学校 小３ 土合 伸之輔 

絵手紙 富山市立光陽小学校 小４ 宮崎 勇輝 

絵手紙 氷見市立窪小学校 小５ 鎌仲 悟 

絵手紙 富山市立倉垣小学校 小５ 河岸 美里 

絵手紙 高岡市立博労小学校 小５ 岡本 恭佳 

絵手紙 射水市立小杉小学校 小６ 老田 郁里 

富山 

絵手紙  一般 細野 こず恵 

はがき作文 金沢市立弥生小学校 小２ 冠野 葵 

石川 

絵手紙  一般 川北 恵美子 

手紙作文 福井市社南小学校 小３ 大森 峻 

絵手紙 福井市宝永小学校 小１ まきの ひろと 福井 

絵手紙 福井市社南小学校 小３ 竹澤 日菜子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

銅銅銅銅賞賞賞賞        

県名 部門 学校名 学年 氏名 

手紙作文 高岡市立下関小学校 小１ 長谷川 みのり 

はがき作文 富山市立神明小学校 小１ 宮島 涼輔 

はがき作文 富山市立杉原小学校 小１ 水上 友歌理 

はがき作文 砺波市立庄川小学校 小２ 小西 紘夢 

はがき作文 富山市立桜谷小学校 小２ 道下 晴輝 

はがき作文 富山市立朝日小学校 小３ 金田 愛梨 

はがき作文 砺波市立砺波南部小学校 小４ 土山 詩織 

はがき作文 南砺市立福野小学校 小５ 氏家 凪咲 

はがき作文 上市町立南加積小学校 小６ 土井 理詩 

絵手紙 富山市立大広田小学校 小２ 寺川 佳奈子 

絵手紙 富山市立倉垣小学校 小３ 青山 明未 

絵手紙 氷見市立宮田小学校 小４ 川嶌 健太 

絵手紙 滑川市立寺家小学校 小６ 寺西 翔 

富山 

絵手紙 舟橋村立舟橋中学校 中３ 吉川 天絵 

はがき作文 加賀市立東谷口小学校 小２ 前田 夏鈴 

絵手紙 かほく市立外日角小学校 小２ 大野 華 石川 

絵手紙 津幡町立条南小学校 小５ 寺田 美悠 

手紙作文 福井市中藤小学校 小３ 岡島 史歩 

手紙作文 坂井市立大関小学校 小５ 伊藤 百世 

はがき作文 坂井市立大関小学校 小２ 島田 京佳 
福井 

絵手紙 あわら市金津小学校 小５ 岩佐 南実 

 

 

 

 

 



 

学校学校学校学校賞賞賞賞        

県名 学校名 

富山市立豊田小学校 

富山市立新庄小学校 

富山市立月岡小学校 

富山市立大広田小学校 

南砺市立福光東部小学校 

富山市立山室中部小学校 

立山町立立山中央小学校 

射水市立大島小学校 

富山市立呉羽小学校 

南砺市立福野小学校 

高岡市立能町小学校 

富山市立藤ノ木小学校 

滑川市立西部小学校 

富山 

南砺市立井波小学校 

石川 かほく市立七塚小学校 

福井市社南小学校 

福井市社北小学校 

福井市清明小学校 
福井 

福井市啓蒙小学校 

 


