
■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　　    　Fブロック最優秀賞 近藤　麻友 １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 足立　愛姫 ２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 十亀　結衣 １年 神奈川県 横浜市立茅ヶ崎東小学校

Aブロック最優秀賞 田中　悠揮 １年 栃木県 宇都宮市立陽光小学校

Cブロック最優秀賞 谷田部　尚裕 １年 東京都 国立筑波大学付属小学校

Eブロック最優秀賞 内川　直哉 ２年 広島県 東広島市立東西条小学校

Ａブロック優秀賞 水田　結夢 １年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 髙野　凛 １年 福島県 伊達市立大石小学校

Ａブロック優秀賞 原嶋　泰志 １年 群馬県 伊勢崎市立茂呂小学校

Ａブロック優秀賞 阿部　来美 ２年 山形県 鶴岡市立朝日大泉小学校

Ｂブロック優秀賞 坂本　小春 １年 埼玉県 伊奈町立南小学校

Ｂブロック優秀賞 赤澤　賢臣 １年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｂブロック優秀賞 三角　羽音 １年 神奈川県 横浜市立東山田小学校

Ｂブロック優秀賞 田中　望 ２年 埼玉県 三郷市立早稲田小学校

Ｃブロック優秀賞 伊藤　梨菜 ２年 東京都 国立筑波大学付属小学校

Ｃブロック優秀賞 池井戸　俊佑 ２年 東京都 品川区立源氏前小学校

Ｃブロック優秀賞 白露　菜々花 ２年 東京都 渋谷区立千駄谷小学校

Ｃブロック優秀賞 高木　玲 ２年 東京都 世田谷区立祖師谷小学校

Ｄブロック優秀賞 原田　恵徳 １年 富山県 砺波市立鷹栖小学校

Ｄブロック優秀賞 矢田　新奈 １年 愛知県 豊田市立寺部小学校

Ｄブロック優秀賞 三國屋　萌 ２年 新潟県 佐渡市立前浜小学校

Ｄブロック優秀賞 小澤　真優 ２年 静岡県 静岡市立南部小学校

Ｄブロック優秀賞 久保田　昂之輔 ２年 静岡県 静岡市立南部小学校

Ｅブロック優秀賞 田中　昂気 １年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

Ｅブロック優秀賞 松布　愛美 １年 広島県 広島市立梅林小学校

Ｅブロック優秀賞 井下　育哉 １年 山口県 岩国市立柱野小学校

Ｅブロック優秀賞 細野　沙衣 ２年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

Ｆブロック優秀賞 鹿島　熙子 １年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 玉井　那歩 １年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 松本　海璃 ２年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｆブロック優秀賞 大窪　祐太 ２年 大分県 宇佐市立封戸小学校

Ｆブロック優秀賞 衛藤　逢夏 ２年 大分県 由布市立湯平小学校
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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　      Aブロック最優秀賞 太田　明輝 ４年 北海道 釧路市立鳥取西小学校

文部科学大臣賞　Dブロック最優秀賞 藤川　瑛大 ３年 静岡県 浜松市立東小学校

日本郵便社長賞　Fブロック最優秀賞 神農　和玖 ４年 徳島県 私立徳島文理小学校

Bブロック最優秀賞 佐藤　結 ３年 埼玉県 さいたま市立東大成小学校

Cブロック最優秀賞 高濵　優花 ３年 東京都 中央区立泰明小学校

Eブロック最優秀賞 石橋　彩花 ３年 広島県 広島市立梅林小学校

Ａブロック優秀賞 神山　天志 ３年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ａブロック優秀賞 岡﨑　毬紗 ４年 茨城県 かすみがうら市立下稲吉東小学校

Ａブロック優秀賞 猪瀬　万結香 ４年 茨城県 下妻市立大宝小学校

Ａブロック優秀賞 上田　純菜 ４年 栃木県 壬生町立壬生北小学校

Ｂブロック優秀賞 田口　侑芽 ３年 埼玉県 伊奈町立南小学校

Ｂブロック優秀賞 伊與泉　嘉穂 ３年 埼玉県 白岡市立大山小学校

Ｂブロック優秀賞 本澤　未悠 ３年 埼玉県 白岡市立大山小学校

Ｂブロック優秀賞 岩下　明日香 ４年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｃブロック優秀賞 片村　光 ３年 東京都 江東区立有明小学校

Ｃブロック優秀賞 伊藤　浩大 ４年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｃブロック優秀賞 加藤　綾菜 ４年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｃブロック優秀賞 古江　隆翔 ４年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｄブロック優秀賞 荒木　七海 ４年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 石川　ひまり ４年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 増田　綾子 ４年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 加藤　千織 ４年 愛知県 安城市立三河安城小学校

Ｅブロック優秀賞 田中　彩菜 ３年 京都府 私立京都聖母学院小学校

Ｅブロック優秀賞 　村　真奈 ３年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

Ｅブロック優秀賞 井手ノ瀬　舜 ３年 広島県 広島市立梅林小学校

Ｅブロック優秀賞 三輪　侑希奈 ３年 広島県 広島市立梅林小学校

Ｆブロック優秀賞 三本　萌歌 ３年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 松本　優人 ３年 佐賀県 唐津市立大良小学校

Ｆブロック優秀賞 溝口　志歩 ３年 鹿児島県 出水市立西出水小学校

Ｆブロック優秀賞 清田　真由 ４年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 堺　玲菜 ４年 徳島県 私立徳島文理小学校



■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　　　  　Bブロック最優秀賞 蘒原　光 ６年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

文部科学大臣賞　Eブロック最優秀賞 中村　あいり ５年 山口県 下関市立川棚小学校

日本郵便社長賞　Fブロック最優秀賞 近藤　千洋 ６年 徳島県 私立徳島文理小学校

Aブロック最優秀賞 岡本　大輝 ６年 北海道 北斗市立上磯小学校

Cブロック最優秀賞 細川　裕也 ５年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Dブロック最優秀賞 織田　彩花 ５年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ａブロック優秀賞 青木　夏梨 ５年 福島県 いわき市立御厩小学校

Ａブロック優秀賞 神山　太志 ５年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ａブロック優秀賞 唐澤　樹也 ６年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 畠山　侑矢 ６年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 近内　莉子 ６年 福島県 矢吹町立中畑小学校

Ｂブロック優秀賞 鈴木　彩花 ５年 千葉県 市原市立市原小学校

Ｂブロック優秀賞 内田　好実 ６年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｂブロック優秀賞 八木橋　千乃 ６年 埼玉県 白岡市立大山小学校

Ｂブロック優秀賞 荒井　菜月 ６年 千葉県 勝浦市立興津小学校

Ｃブロック優秀賞 髙橋　未麻 ５年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｃブロック優秀賞 植山　理菜 ６年 東京都 小平市立小平第四小学校

Ｃブロック優秀賞 高田　晏奈 ６年 東京都 町田市立南第一小学校

Ｃブロック優秀賞 和田　佳織 ６年 東京都 町田市立南第一小学校

Ｄブロック優秀賞 杉野　舞華 ５年 愛知県 西尾市立八ツ面小学校

Ｄブロック優秀賞 板倉　光来 ５年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ｄブロック優秀賞 小澤　茉弥 ５年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ｄブロック優秀賞 中垣　琴葉 ５年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ｄブロック優秀賞 鈴木　結貴 ６年 愛知県 岡崎市立岡崎小学校

Ｅブロック優秀賞 薮内　花音 ５年 大阪府 大阪狭山市立南第二小学校

Ｅブロック優秀賞 芝辻　隼人 ６年 兵庫県 宝塚市立長尾南小学校

Ｅブロック優秀賞 門田　凛香 ６年 広島県 府中市立栗生小学校

Ｅブロック優秀賞 日野　有彩 ６年 広島県 府中市立栗生小学校

Ｅブロック優秀賞 前堀　友香 ６年 広島県 府中市立栗生小学校

Ｆブロック優秀賞 高井　彪向 ５年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 保岡　里奈 ５年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 中西　桜 ６年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 横山　楓海 ６年 熊本県 山江村立山田小学校


