
別紙

(敬称略)

受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 小６ 丸山　ひより 埼玉県 鴻巣市立屈巣小学校
日本郵便賞 小５ 池田　優斗 埼玉県 川越市立霞ヶ関北小学校
日本郵便賞 小６ 中台　綾音 埼玉県 杉戸町立杉戸第三小学校

金賞 小２ 髙﨑　友萌 茨城県 筑西市立養蚕小学校
金賞 小３ 熊川　翔太 埼玉県 さいたま市立片柳小学校
金賞 小４ 平田　紗也果 群馬県 富岡市立高瀬小学校
金賞 小５ 川俣　愛 茨城県 大洗町立磯浜小学校
金賞 小５ 千葉　友理香 茨城県 常陸太田市立久米小学校
金賞 中１ 阿部　陽生乃 群馬県 桐生市立桜木中学校
銀賞 小２ 小沼　光良 茨城県 神栖市立息栖小学校
銀賞 小２ 中村　桜子 埼玉県 さいたま市立つばさ小学校
銀賞 小３ 酒井　麻由 群馬県 桐生市立川内小学校
銀賞 小３ 山本　愛実 埼玉県 春日部市立武里西小学校
銀賞 小３ 梶取　映里 千葉県 市川市立八幡小学校
銀賞 小４ 細田　夏実 埼玉県 日高市立高麗川小学校
銀賞 小５ 関根　喜涼 茨城県 高萩市立秋山小学校
銀賞 小５ 小平　英祐 群馬県 伊勢崎市立宮郷第二小学校
銀賞 小６ 西村　圭悟 千葉県 松戸市立根木内小学校
銀賞 中１ 赤坂　貴惠 茨城県 神栖市立神栖第四中学校
銅賞 小１ 高橋　優衣奈 茨城県 水戸市立吉田小学校
銅賞 小１ 永井　緑子 茨城県 水戸市立吉田小学校
銅賞 小２ 相良　優輔 茨城県 境町立長田小学校
銅賞 小２ 和田　凜々子 茨城県 鹿嶋市立三笠小学校
銅賞 小２ 橋本　真奈 栃木県 栃木市立大平中央小学校
銅賞 小２ 福田　莉子 埼玉県 さいたま市立指扇小学校
銅賞 小４ 木村　花綸 埼玉県 さいたま市立三室小学校
銅賞 小４ 堤　弘樹 埼玉県 さいたま市立宮原小学校
銅賞 小６ 務臺　桃歌 茨城県 結城市立城南小学校
銅賞 小６ 大島　愛花 栃木県 栃木市立大平中央小学校
銅賞 小６ 岡崎　日菜 千葉県 八千代市立萱田南小学校
銅賞 中２ 金谷　千波 千葉県 松戸市立第三中学校
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手紙作文部門（入賞者31名）



(敬称略)

受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 小２ 熊倉　由樹 栃木県 栃木市立大平中央小学校
文部科学大臣賞 小４ 岩堀　古都奈 埼玉県 さいたま市立宮前小学校
文部科学大臣賞 小６ 千葉　汐音 栃木県 宇都宮市立泉が丘小学校
日本郵便賞 小２ 高橋　拓幹 茨城県 桜川市立樺穂小学校
日本郵便賞 小３ 武笠　尚美 埼玉県 さいたま市立大東小学校
日本郵便賞 小４ 浅野　凜 埼玉県 さいたま市立大宮小学校

金賞 小1 永嶋　樹 千葉県 大多喜町立大多喜小学校
金賞 小２ 大江　花音 埼玉県 久喜市立栗橋小学校
金賞 小６ 西村　臣史 群馬県 桐生市立天沼小学校
銀賞 小1 野村　知里 茨城県 常総市立水海道小学校
銀賞 小1 光崎　日菜 千葉県 柏市立柏第二小学校
銅賞 小1 神永　千央 茨城県 桜川市立真壁小学校
銅賞 小1 久冨　己瑠 茨城県 八千代町立川西小学校
銅賞 小1 田中　稜祐 埼玉県 越谷市立西方小学校
銅賞 小２ 鈴木　悦士 茨城県 桜川市立雨引小学校
銅賞 小２ 秋葉　由人 茨城県 八千代町立安静小学校
銅賞 小２ 佐藤　大悟 埼玉県 鶴ヶ島市立南小学校
銅賞 小２ 須藤　帆南 千葉県 大多喜町立大多喜小学校
銅賞 小３ 山下　遥子 千葉県 千葉市立轟町小学校
銅賞 小３ 小池　真央 千葉県 千葉市立轟町小学校
銅賞 小４ 佐久間　晃大 埼玉県 川越市立川越小学校
銅賞 小４ 井上　雅基 埼玉県 さいたま市立三室小学校
銅賞 小５ 中村　好佑 栃木県 小山市立間々田東小学校
銅賞 小５ 工藤　航平 埼玉県 さいたま市立大宮小学校
銅賞 小６ 西　哉也子 栃木県 小山市立間々田東小学校
銅賞 小６ 葛西　琴音 埼玉県 鶴ヶ島市立南小学校

はがき作文部門（入賞者26名）



(敬称略)

受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 一般 奥井　まり子 群馬県
日本郵便賞 一般 泉　喬 埼玉県

金賞 小４ 下山　吾錬 群馬県 桐生市立北小学校
金賞 小５ 佐藤　広大 埼玉県 鶴ヶ島市立南小学校
金賞 小６ 田中　友海 埼玉県 鶴ヶ島市立杉下小学校
金賞 中１ 和田　紗起子 埼玉県 深谷市立深谷中学校
金賞 中３ 志村　菜美 埼玉県 深谷市立深谷中学校
金賞 一般 西田　啓二 埼玉県
銀賞 幼児 新田　はるな 埼玉県 私立あかつき幼稚園
銀賞 小1 潮田　るく 茨城県 結城市立城南小学校
銀賞 小２ 清水　敦希 群馬県 高崎市立中川小学校
銀賞 小２ 小室　閑 千葉県 佐倉市立根郷小学校
銀賞 小３ 丸山　美月 埼玉県 久喜市立久喜東小学校
銀賞 小４ 薄井　颯 茨城県 笠間市立岩間第一小学校
銀賞 小５ 蜂須賀　祥太 茨城県 私立リリーベール小学校
銀賞 小５ 黒澤　賢司 埼玉県 さいたま市立大牧小学校
銀賞 中１ 太田　朱音 茨城県 八千代町立東中学校
銀賞 中１ 大野　沙弥 埼玉県 美里町立美里中学校
銅賞 小1 横尾　文汰 茨城県 常総市立水海道小学校
銅賞 小３ 坂井　基起 埼玉県 私立星野学園小学校
銅賞 小４ 野尻　夢樹 栃木県 栃木市立栃木第三小学校
銅賞 小４ 櫻井　玲那 埼玉県 越谷市立南越谷小学校
銅賞 小６ 伊藤　汐音 千葉県 我孫子市立我孫子第二小学校
銅賞 中１ 飯島　亮太 埼玉県 深谷市立深谷中学校
銅賞 中２ 岡　咲也子 茨城県 かすみがうら市立下稲吉中学校
銅賞 中２ 青木　優佳 埼玉県 美里町立美里中学校
銅賞 中２ 平岡　麻由美 埼玉県 美里町立美里中学校
銅賞 一般 渡辺　良子 千葉県
銅賞 一般 東　洋子 千葉県

県名
茨城県
栃木県
群馬県

千葉県

幸手市立上高野小学校
美里町立美里中学校

川越市立大東東小学校
千葉市立轟町小学校

学校名

絵手紙部門（入賞者29名）

学校賞一覧（8校）

埼玉県

牛久市立中根小学校
宇都宮市立古里中学校
伊勢崎市立殖蓮第二小学校
深谷市立深谷中学校


