
■低学年の部 （敬称略）

賞名 名前 学年 都道府県 学校名

総務大臣賞　　       Ａブロック最優秀賞 笠間　康太 2年 福島県 いわき市立中央台東小学校　

文部科学大臣賞　Ｂブロック最優秀賞 蘒原　あかり 1年 埼玉県 桶川市立朝日小学校　

日本郵便社長賞　　Ｆブロック最優秀賞 三谷　麗奈 1年 徳島県 私立徳島文理小学校　

Ｃブロック最優秀賞 望月　理央 2年 神奈川県 横浜市立日吉南小学校　

Ｄブロック最優秀賞 早川　香穂 1年 岐阜県 下呂市立上原小学校　

Ｅブロック最優秀賞 間所　海磨 2年 広島県 広島市立久地小学校　

Ａブロック優秀賞 今泉　志保 １年 栃木県 宇都宮市立姿川第二小学校

Ａブロック優秀賞 茂田井　里咲 １年 栃木県 壬生町立壬生北小学校

Ａブロック優秀賞 鈴木　諒真 2年 宮城県 仙台市立松陵小学校

Ａブロック優秀賞 林田　花笑 2年 宮城県 仙台市立長町小学校

Ｂブロック優秀賞 栗原　夏希 1年 埼玉県 ふじみ野市立西原小学校

Ｂブロック優秀賞 根岸　あまね 1年 埼玉県 さいたま市立東大成小学校

Ｂブロック優秀賞 佐藤　優妃奈 2年 埼玉県 ふじみ野市立西原小学校

Ｂブロック優秀賞 馬場　晃大 2年 埼玉県 ふじみ野市立西原小学校

Ｂブロック優秀賞 野　晴貴 2年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

Ｃブロック優秀賞 金子　蒼空 1年 神奈川県 横浜市立深谷台小学校

Ｃブロック優秀賞 今　美月 2年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Ｃブロック優秀賞 竹井　花鈴 2年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Ｃブロック優秀賞 濱川　駿 2年 神奈川県 横浜市立荏田小学校

Ｄブロック優秀賞 森　菜々香 １年 岐阜県 郡上市立小川小学校

Ｄブロック優秀賞 中川　はやて 2年 岐阜県 各務原市立各務小学校

Ｄブロック優秀賞 渡部　彩 2年 岐阜県 各務原市立各務小学校

Ｄブロック優秀賞 髙木　萌名 2年 愛知県 名古屋市立稲葉地小学校

Ｅブロック優秀賞 隅田　瑠花 1年 兵庫県 川西市立けやき坂小学校

Ｅブロック優秀賞 明芝　乃愛 2年 兵庫県 神戸市立西山小学校

Ｅブロック優秀賞 阿曽　桃子 2年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

Ｅブロック優秀賞 藤井　咲名 2年 広島県 広島市立久地小学校

Ｆブロック優秀賞 川村　康貴 1年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 松本　海璃 1年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｆブロック優秀賞 三本　萌歌 2年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 渡邊　桃加 2年 宮崎県 日南市立北郷小中学校
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■中学年の部 （敬称略）

賞名 名前 学年 都道府県 学校名

総務大臣賞　      Ｂブロック最優秀賞 細川　裕也 4年 東京都 練馬区立上石神井小学校

文部科学大臣賞　Ｆブロック最優秀賞 高井　彪向 4年 徳島県 私立徳島文理小学校　

日本郵便社長賞　Ａブロック最優秀賞 田部　萌美 3年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ｃブロック最優秀賞 沙　美柚羽 3年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校　

Ｄブロック最優秀賞 都築　彩華 4年 愛知県 豊田市立若林西小学校　

Ｅブロック最優秀賞 兼正　優菜 3年 島根県 邑南町立口羽小学校　

Ａブロック優秀賞 上田　純菜 3年 栃木県 壬生町立壬生北小学校

Ａブロック優秀賞 佐　颯香 3年 群馬県 高崎市立西小学校

Ａブロック優秀賞 阿部　美咲 4年 宮城県 多賀城市立天真小学校

Ａブロック優秀賞 神山　太志 4年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ａブロック優秀賞 福嶋　美咲 4年 栃木県 宇都宮市立上河内中央小学校

Ｂブロック優秀賞 神田　倭 3年 埼玉県 白岡市立西小学校

Ｂブロック優秀賞 駒澤　朋樹 3年 千葉県 市原市立市原小学校

Ｂブロック優秀賞 小笠原　葉音 4年 埼玉県 白岡市立西小学校

Ｂブロック優秀賞 野川　晋太朗 4年 千葉県 流山市立東小学校

Ｂブロック優秀賞 森田　マリヤ 4年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｃブロック優秀賞 薬師神　彩風 3年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Ｃブロック優秀賞 川上　聖子 3年 新潟県 佐渡市立行谷小学校

Ｃブロック優秀賞 下島　莉沙 3年 長野県 木曽町立開田小学校

Ｃブロック優秀賞 鈴木　泰斗 4年 神奈川県 川崎市立宮内小学校

Ｃブロック優秀賞 若林　知海 4年 富山県 富山市立音川小学校

Ｄブロック優秀賞 古田　陽和 3年 岐阜県 岐阜市立華陽小学校

Ｄブロック優秀賞 岡部　玲奈 3年 愛知県 豊田市立小清水小学校

Ｄブロック優秀賞 大山　祐葵 4年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ｄブロック優秀賞 野々部　楓花 4年 愛知県 稲沢市立稲沢北小学校

Ｅブロック優秀賞 和田　倖典 3年 京都府 福知山市立惇明小学校

Ｅブロック優秀賞 井出　隆介 3年 兵庫県 尼崎市立難波小学校

Ｅブロック優秀賞 野村　日さき 3年 兵庫県 神戸市立多井畑小学校

Ｆブロック優秀賞 西山　彩 3年 長崎県 佐世保市立世知原小学校

Ｆブロック優秀賞 川　美琴 3年 長崎県 佐世保市立世知原小学校

Ｆブロック優秀賞 堤　輝石 3年 大分県 宇佐市立封戸小学校

Ｆブロック優秀賞 成田　健斗 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 今牧　京香 4年 愛媛県 新居浜市立角野小学校



■高学年の部 （敬称略）

賞名 名前 学年 都道府県 学校名

総務大臣賞　　　  　Ｆブロック最優秀賞 近藤　千洋 5年 徳島県 私立徳島文理小学校　

文部科学大臣賞　Ｄブロック最優秀賞 兵庫　彩紀 5年 静岡県 伊豆市立修善寺南小学校

日本郵便社長賞　Ｂブロック最優秀賞 蘒原　光 5年 埼玉県 桶川市立朝日小学校　

Ａブロック最優秀賞 唐澤　樹也 5年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ｃブロック最優秀賞 宍戸　隆哉 5年 神奈川県 横浜市立さちが丘小学校

Ｅブロック最優秀賞 島津　美夢 5年 広島県 大竹市立阿多田小学校

Ａブロック優秀賞 池田　古都 5年 北海道 北斗市立上磯小学校　

Ａブロック優秀賞 石川　桃楓 5年 北海道 北斗市立上磯小学校　

Ａブロック優秀賞 笹原　大暉 5年 栃木県 宇都宮市立姿川第二小学校　

Ａブロック優秀賞 大関　広泰 6年 栃木県 宇都宮市立陽光小学校　　

Ｂブロック優秀賞 谷口　奈央 5年 千葉県 鴨川市立西条小学校

Ｂブロック優秀賞 角田　彩里 5年 千葉県 鴨川市立西条小学校

Ｂブロック優秀賞 齋藤　るく 5年 東京都 小平市立小平第四小学校

Ｂブロック優秀賞 若生　ひまわり 6年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

Ｂブロック優秀賞 福崎　幸菜 6年 千葉県 千葉市立花島小学校

Ｃブロック優秀賞 佐鹿　壱晟 5年 神奈川県 横浜市立さちが丘小学校

Ｃブロック優秀賞 三宅　結衣 5年 神奈川県 横浜市立さちが丘小学校

Ｃブロック優秀賞 芝田　菜花 5年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Ｃブロック優秀賞 村山　美月 5年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Ｄブロック優秀賞 大石　ののか 5年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 小沢　玲 5年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 加藤　美宮 5年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 東郷　蓮華 5年 愛知県 岡崎市立六ツ美南部小学校

Ｄブロック優秀賞 入谷　寧音 6年 岐阜県 各務原市立各務小学校

Ｅブロック優秀賞 山本　緋那 5年 兵庫県 神戸市立中央小学校

Ｅブロック優秀賞 胡内　星弥 5年 奈良県 斑鳩町立斑鳩東小学校

Ｅブロック優秀賞 岡本　雪野 6年 大阪府 摂津市立三宅柳田小学校

Ｅブロック優秀賞 里廣　佳那 6年 兵庫県 宝塚市立長尾南小学校

Ｆブロック優秀賞 三本　伶 5年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 秋永　紗英 5年 鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

Ｆブロック優秀賞 泉　由莉奈 6年 宮崎県 串間市立都井小学校


