
（敬称略）

受賞 学年 氏名 都道府県 学校名

文部科学大臣賞 小1 村田　真璃奈 神奈川県 私立桐光学園小学校

日本郵便賞 小1 中島　唯 東京都 私立光塩女子学院初等科

金賞 小1 原野　真 東京都 大田区立南蒲小学校

金賞 小1 榛葉　りお 静岡県 磐田市立東部小学校

銀賞 小1 髙泉　温帆 宮城県 名取市立増田小学校

銀賞 小1 小形　一樹 埼玉県 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校

銀賞 小1 佐藤　琢磨 千葉県 浦安市立東野小学校

銀賞 小1 中島　祐陽 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小1 平間　杏華 宮城県 名取市立増田西小学校

銅賞 小1 石橋　奏音 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小1 東條　雅月 東京都 私立光塩女子学院初等科

銅賞 小1 中村　心香 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小1 池田　陽月 富山県 上市町立南加積小学校

銅賞 小1 齊藤　伊織 富山県 富山市立大広田小学校

銅賞 小1 井門　優依花 兵庫県 私立愛徳学園小学校

銅賞 小1 米倉　直柔 兵庫県 私立甲子園学院小学校

文部科学大臣賞 小2 岩瀨　郁夏 東京都 私立光塩女子学院初等科

日本郵便賞 小2 松本　路生 東京都 私立青山学院初等部

金賞 小2 中村　謙心 埼玉県 さいたま市立大谷小学校

金賞 小2 吉村　佳恵 神奈川県 私立桐光学園小学校

銀賞 小2 古村　真鈴 青森県 五戸町立切谷内小学校

銀賞 小2 市原　光 千葉県 私立日出学園小学校

銀賞 小2 小林　優希 東京都 私立星美学園小学校

銀賞 小2 星野　好花 新潟県 長岡市立栖吉小学校

銅賞 小2 髙橋　茉音 青森県 五戸町立切谷内小学校

銅賞 小2 田所　樹佳 群馬県 前橋市立下川淵小学校

銅賞 小2 千葉　龍之介 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小2 西　まな美 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小2 山本　愛佳 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小2 窪田　結 東京都 私立光塩女子学院初等科

銅賞 小2 三島　由子 長野県 箕輪町立箕輪北小学校

銅賞 小2 稲垣　香蓮 富山県 立山町立利田小学校

文部科学大臣賞 小3 室井　葵葉 福島県 会津若松市立城西小学校

日本郵便賞 小3 吉田　春那 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

金賞 小3 瀬志　有希 和歌山県 紀の川市立粉河小学校

金賞 小3 谷口　幸希 長崎県 長崎市立福田小学校

銀賞 小3 助川　創太 埼玉県 さいたま市立城北小学校

銀賞 小3 松丸　唱平 千葉県 我孫子市立我孫子第一小学校

銀賞 小3 水野　瑛也 愛知県 豊根村立富山小学校

銀賞 小3 小林　ひかる 鹿児島県 十島村立中之島小学校

銅賞 小3 岩渕　凌 茨城県 桜川市立雨引小学校

銅賞 小3 赤尾　依里子 埼玉県 春日部市立南桜井小学校

銅賞 小3 山川　真里依 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小3 高松　将吾 東京都 板橋区立中根橋小学校

銅賞 小3 堀内　志穂 東京都 私立光塩女子学院初等科

銅賞 小3 河合　飛翠 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小3 菅原　千優 大阪府 大阪市立御幣島小学校

銅賞 小3 松原　もえ 香川県 高松市立弦打小学校
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はがき作文部門　（入賞者98名）
別紙



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名

文部科学大臣賞 小4 萩原　優里菜 神奈川県 横浜市立南瀬谷小学校

日本郵便賞 小4 四方　彩乃 大阪府 高槻市立大冠小学校

金賞 小4 加藤　涼夏 広島県 東広島市立高美が丘小学校

金賞 小4 三木　風夏 徳島県 徳島市立昭和小学校

銀賞 小4 山本　莉子 埼玉県 さいたま市立城北小学校

銀賞 小4 小山　拓人 神奈川県 私立桐光学園小学校

銀賞 小4 吉田　花 神奈川県 私立桐光学園小学校

銀賞 小4 寺嶋　涼菜 石川県 七尾市立徳田小学校

銅賞 小4 鈴木　彩乃 福島県 須賀川市立第一小学校

銅賞 小4 潮田　るく 茨城県 結城市立城南小学校

銅賞 小4 向後　圭人 埼玉県 川越市立名細小学校

銅賞 小4 佐藤　大悟 埼玉県 鶴ヶ島市立南小学校

銅賞 小4 武田　里桜 東京都 私立光塩女子学院初等科

銅賞 小4 中村　幸生 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小4 中元　瑠那 富山県 富山市立四方小学校

銅賞 小4 大西　茉彩 香川県 丸亀市立垂水小学校

文部科学大臣賞 小5 本間　百音 埼玉県 川越市立新宿小学校

日本郵便賞 小5 外山　未来 茨城県 水戸市立三の丸小学校

金賞 小5 佐々木　聖 宮城県 国立宮城教育大学附属小学校

金賞 小5 佐野　裕愛 神奈川県 私立桐光学園小学校

暑中見舞い賞 小5 千葉　希新 宮城県 仙台市立原町小学校

銀賞 小5 野口　愛佳 栃木県 小山市立豊田南小学校

銀賞 小5 佐村　拓郎 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

銀賞 小5 中村　天音 埼玉県 さいたま市立大砂土東小学校

銀賞 小5 山本　健矢 岐阜県 岐阜市立鶉小学校

銅賞 小5 佐々木　佑輔 茨城県 桜川市立岩瀬小学校

銅賞 小5 神馬　葵衣 千葉県 一宮町立一宮小学校

銅賞 小5 小嶋　紗佳 東京都 私立星美学園小学校

銅賞 小5 小牧　璃佳 東京都 私立星美学園小学校

銅賞 小5 大谷　侑歩 富山県 砺波市立砺波東部小学校

銅賞 小5 中江　雪乃 大阪府 国立大阪教育大学附属天王寺小学校

銅賞 小5 髙橋　花純 大阪府 国立大阪教育大学附属天王寺小学校

銅賞 小5 石井　佑 兵庫県 私立甲子園学院小学校

文部科学大臣賞 小6 植野　朝陽 神奈川県 相模原市立清新小学校

日本郵便賞 小6 齋　かのん 宮城県 仙台市立長町小学校

金賞 小6 大橋　美里 福島県 伊達市立大石小学校

金賞 小6 秋月　孝太 神奈川県 私立桐光学園小学校

暑中見舞い賞 小6 住田　桃子 広島県 尾道市立長江小学校

銀賞 小6 安藤　駿佑 福島県 福島市立大森小学校

銀賞 小6 長谷川　実穂 福島県 伊達市立大石小学校

銀賞 小6 杉山　凜 東京都 私立青山学院初等部

銀賞 小6 森田　真矢 富山県 南砺市立福光南部小学校

銅賞 小6 髙野　弘平 福島県 伊達市立大石小学校

銅賞 小6 松下　祥真 東京都 私立青山学院初等部

銅賞 小6 市川　優希 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小6 東條　莉奈 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小6 長沢　有真 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小6 西村　仁 神奈川県 私立桐光学園小学校

銅賞 小6 品川　紘一郎 富山県 富山市立藤ノ木小学校

銅賞 小6 吉田　樹生 富山県 富山市立大沢野小学校



（敬称略）

受賞 学年 氏名 都道府県 学校名

日本郵便賞 幼児 戸田　心結 静岡県 私立蒲原梅花幼稚園

金賞 幼児 小段　藍依 長野県 私立三嶋学園杉の子幼稚園

金賞 幼児 原田　穏 愛知県 私立慈恵幼稚園

銀賞 幼児 佐々木　真海 大阪府 富田林市立青葉丘幼稚園

銀賞 幼児 前　春愛 岡山県 里庄町立里庄東幼稚園

銀賞 幼児 梅田　大輝 広島県 私立昭法寺学園慈光幼稚園

銅賞 幼児 佐々木　斐梨 長野県 私立三嶋学園　杉の子幼稚園

銅賞 幼児 平野　達樹 静岡県 菊川市立加茂幼稚園

銅賞 幼児 山口　未來 愛知県 私立長沢学園木田幼稚園

銅賞 幼児 室田　太一 岡山県 里庄町立里庄東幼稚園

銅賞 幼児 中村　賢士郎 鹿児島県 ー

文部科学大臣大賞 小2 山崎　陽翔 富山県 富山市立月岡小学校

日本郵便賞 小3 野口　唯李朱 東京都 私立光塩女子学院初等科

金賞 小1 仲宗根　大遥 沖縄県 竹富町立鳩間小学校

金賞 小2 窪寺　佑 千葉県 私立日出学園小学校

金賞 小2 塩田　梨乃 富山県 富山市立藤ノ木小学校

金賞 小2 山岸　侑路 富山県 富山市立豊田小学校

金賞 小2 萩原　孝亮 広島県 福山市立水呑小学校

暑中見舞い賞 小2 佐藤　菜子 福島県 国見町立国見小学校

銀賞 小1 岡嶋　望翔 茨城県 笠間市立岩間第三小学校

銀賞 小1 塩﨑　慎 広島県 呉市立昭和中央小学校

銀賞 小2 栗田　幸愛 茨城県 日立市立大沼小学校

銀賞 小2 岡　美葵 岡山県 岡山市立陵南小学校

銀賞 小2 博田　開 広島県 尾道市立日比崎小学校

銀賞 小2 渡部　総 愛媛県 松前町立松前小学校

銀賞 小3 國吉　凜 埼玉県 志木市立志木第四小学校

銀賞 小3 木島　莞太 東京都 世田谷区立旭小学校

銀賞 小3 小田　祐華 神奈川県 私立桐光学園小学校

銀賞 小3 瀬川　茉菜 滋賀県 甲賀市立貴生川小学校

銅賞 小1 石橋　大規 栃木県 足利市立御厨小学校

銅賞 小1 崎山　せりか 埼玉県 川越市立高階小学校

銅賞 小1 西川　颯真 富山県 富山市立中央小学校

銅賞 小1 藤井　香帆 山口県 周南市立富田西小学校

銅賞 小1 宇都宮　煌佑 香川県 丸亀市立郡家小学校

銅賞 小1 和田　朔人 熊本県 熊本市立帯山西小学校

銅賞 小2 井上　紬 茨城県 牛久市立中根小学校

銅賞 小2 葉山　倭花 神奈川県 横浜市立西が岡小学校

銅賞 小2 加藤　結菜 富山県 富山市立船峅小学校

銅賞 小2 桜井　円花 富山県 富山市立山室小学校

銅賞 小2 溝口　志歩 鹿児島県 出水市立西出水小学校

銅賞 小3 三浦　友未佳 宮城県 名取市立愛島小学校

銅賞 小3 岩渕　祥樹 茨城県 桜川市立雨引小学校

銅賞 小3 江藤　心愛 茨城県 結城市立結城西小学校

銅賞 小3 所　龍之介 埼玉県 鴻巣市立屈巣小学校

銅賞 小3 諸町　優楽々 埼玉県 さいたま市立土合小学校

銅賞 小3 飯野　志織 東京都 中野区立上高田小学校

銅賞 小3 本郷　夏希 富山県 富山市立神明小学校

銅賞 小3 早川　翔 岡山県 岡山市立庄内小学校

銅賞 小3 飯田　帆南 広島県 東広島市立高美が丘小学校
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絵手紙部門　（入賞者163名）



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名

文部科学大臣大賞 小4 森　規允 静岡県 掛川市立千浜小学校

日本郵便賞 小4 中元　咲良 広島県 東広島市立三ツ城小学校

金賞 小5 早川　諒 岡山県 岡山市立庄内小学校

金賞 小5 古土井　美友 広島県 海田町立海田南小学校

金賞 小5 中神　彩香 熊本県 人吉市立中原小学校

金賞 小6 木村　彩華 福島県 郡山市立柴宮小学校

金賞 小6 櫻井　玲那 埼玉県 越谷市立南越谷小学校

暑中見舞い賞 小6 十河　ほのか 香川県 三木町立平井小学校

銀賞 小4 山田　晃輔 埼玉県 越谷市立南越谷小学校

銀賞 小5 林　萌々乃 埼玉県 三郷市立新和小学校

銀賞 小5 茂木　幹太 千葉県 富津市立関豊小学校

銀賞 小5 佐野　裕愛 神奈川県 私立桐光学園小学校

銀賞 小5 見奈美　綾香 福井県 福井市中藤小学校

銀賞 小6 立谷　奏音 宮城県 国立宮城教育大学附属小学校

銀賞 小6 小野里　光洋 群馬県 桐生市立天沼小学校

銀賞 小6 松島　大輔 群馬県 伊勢崎市立宮郷第二小学校

銀賞 小6 白土　貴子 千葉県 船橋市立高根台第二小学校

銀賞 小6 浦城　采佳 東京都 私立青山学院初等部

銅賞 小4 佐藤　春翔 埼玉県 川越市立霞ヶ関北小学校

銅賞 小4 福島　聡太 埼玉県 川越市立大東東小学校

銅賞 小4 山畑　和香奈 埼玉県 川越市立大東東小学校

銅賞 小4 東　幸叶 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小4 田中　稜大 千葉県 私立日出学園小学校

銅賞 小4 渡邉　萌和 石川県 金沢市立富樫小学校

銅賞 小4 山本　千翼 広島県 国立広島大学附属三原小学校

銅賞 小5 杉浦　武巳 東京都 中野区立上高田小学校

銅賞 小5 伊藤　文 神奈川県 川崎市立宮内小学校

銅賞 小5 清水　達哉 新潟県 妙高市立姫川原小学校

銅賞 小5 寺山　可純 富山県 高岡市立能町小学校

銅賞 小5 岡　拓海 広島県 海田町立海田南小学校

銅賞 小5 松川　美月 広島県 東広島市立高美が丘小学校

銅賞 小6 加藤　明日翔 茨城県 水戸市立三の丸小学校

銅賞 小6 小谷野　祏輔 埼玉県 川越市立山田小学校

銅賞 小6 櫻井　宥那 埼玉県 越谷市立南越谷小学校

銅賞 小6 杉崎　琴乃 富山県 富山市立山室中部小学校

銅賞 小6 矢田　博康 石川県 津幡町立条南小学校

銅賞 小6 増田　光咲 静岡県 浜松市立葵西小学校

銅賞 小6 松崎　里織 愛知県 設楽町立名倉小学校

文部科学大臣大賞 中1 浅井　友花 東京都 私立山脇学園中学校

日本郵便賞 高1 今井　由佳 広島県 私立尾道高等学校

金賞 中1 髙垣　直矢 広島県 尾道市立栗原中学校

金賞 中2 田名部　ひかる 茨城県 ひたちなか市立佐野中学校

金賞 中2 田中　茉莉奈 香川県 坂出市立坂出中学校

金賞 高1 今田　和也 広島県 広島市立基町高等学校

金賞 高2 木下　咲月 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校

暑中見舞い賞 中1 渡辺　あず実 北海道 札幌市立山鼻中学校

銀賞 中1 向井　千景 埼玉県 川越市立高階中学校

銀賞 中2 大越　大雅 福島県 郡山市立郡山第一中学校

銀賞 中2 後藤　愛実 埼玉県 深谷市立深谷中学校

銀賞 中3 熊谷　美穂 岩手県 花巻市立石鳥谷中学校

銀賞 中3 篠澤　花 岩手県 盛岡市立下小路中学校

銀賞 中3 大野　沙弥 埼玉県 美里町立美里中学校

銀賞 中3 高　智蓮 長野県 長野朝鮮初中級学校中級部

銀賞 中3 野沢　真吾 大阪府 堺市立深井中学校

銀賞 高1 石塚　美佳 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校

銀賞 高1 山本　紗瑛 岐阜県 県立羽島北高等学校



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名

銅賞 中1 高橋　清香 岩手県 花巻市立石鳥谷中学校

銅賞 中1 菅野　良太 福島県 郡山市立郡山第一中学校

銅賞 中1 本田　美生 福島県 郡山市立郡山第一中学校

銅賞 中1 吉岡　光聖 埼玉県 深谷市立深谷中学校

銅賞 中1 鈴木　杏奈 愛知県 豊川市立東部中学校

銅賞 中1 大森　春歌 岡山県 岡山市立桑田中学校

銅賞 中1 小田原　さくら 広島県 尾道市立長江中学校

銅賞 中2 山口　星 青森県 青森市立甲田中学校

銅賞 中2 富田　千咲 宮城県 岩沼市立岩沼中学校

銅賞 中2 直井　遼 埼玉県 深谷市立深谷中学校

銅賞 中2 木口　芽衣 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校中等部

銅賞 中2 山本　悠貴 岐阜県 岐阜市立境川中学校

銅賞 中2 林　尚輝 京都府 京都市立勧修中学校

銅賞 中3 谷村　友梨 岩手県 花巻市立石鳥谷中学校

銅賞 中3 坂本　雅貴 埼玉県 美里町立美里中学校

銅賞 中3 林　明実 愛知県 名古屋市立北山中学校

銅賞 中3 梶原　瑞起 広島県 尾道市立栗原中学校

銅賞 高1 安西　友梨子 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校

銅賞 高2 草柳　夏美 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校

銅賞 高3 中谷　早希 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校

文部科学大臣大賞 一般 河村　定子 福岡県 ー

日本郵便賞 一般 堀　記子 愛知県 ー

金賞 一般 佐藤　明日香 東京都 ー

金賞 一般 新庄　すが江 神奈川県 ー

金賞 一般 吉村　恵子 大阪府 ー

金賞 一般 津田　保 兵庫県 ー

金賞 一般 新田　憲明 香川県 ー

暑中見舞い賞 一般 板山　朋子 埼玉県 ー

銀賞 一般 加藤　奈緒子 茨城県 ー

銀賞 一般 葛西　悠子 埼玉県 ー

銀賞 一般 鴨志田　恵美子 埼玉県 ー

銀賞 一般 西田　啓二 埼玉県 ー

銀賞 一般 本田　いづみ 東京都 ー

銀賞 一般 長島　勝治 静岡県 ー

銀賞 一般 山口　秀子 愛知県 ー

銀賞 一般 越智　節子 大阪府 ー

銀賞 一般 筑田　正男 滋賀県 ー

銀賞 一般 髙垣　友紀 広島県 ー

銅賞 一般 三留　由記子 北海道 ー

銅賞 一般 舟橋　優香 茨城県 ー

銅賞 一般 正村　菊雄 埼玉県 ー

銅賞 一般 飯田　節子 東京都 ー

銅賞 一般 荻原　秀子 長野県 ー

銅賞 一般 筒井　勉 静岡県 ー

銅賞 一般 平山　貴康 静岡県 ー

銅賞 一般 青山　晃江 愛知県 ー

銅賞 一般 矢野　とし子 愛知県 ー

銅賞 一般 北野　美代子 大阪府 ー

銅賞 一般 森　一起 大阪府 ー

銅賞 一般 東郷　ひとみ 兵庫県 ー

銅賞 一般 渡辺　良平 奈良県 ー

銅賞 一般 瀬尾　千富 広島県 ー

銅賞 一般 西森　伸幸 山口県 ー

銅賞 一般 岡本　洋子 徳島県 ー

銅賞 一般 笠井　さゆり 高知県 ー

銅賞 一般 多々良　初代 福岡県 ー

銅賞 一般 樋口　頼子 福岡県 ー

銅賞 一般 髙濵　順子 鹿児島県 ー



都道府県名 団体名 都道府県名 団体名

北海道 札幌市立前田北小学校 富山市立新庄北小学校

青森県 八戸市立白鷗小学校 富山市立月岡小学校

岩手県 花巻市立石鳥谷中学校 富山市立豊田小学校

岩沼市立岩沼中学校 富山市立萩浦小学校

仙台市立田子中学校 富山市立藤ノ木小学校

富谷町立東向陽台小学校 富山市立山室小学校

郡山市立行健小学校 富山市立山室中部小学校

郡山市立郡山第一中学校 滑川市立東部小学校

郡山市立桃見台小学校 南砺市立井波小学校

新地町立駒ヶ嶺小学校 南砺市立福野小学校

伊達市立保原小学校 南砺市立福光東部小学校

福島市立大森小学校 福井県 福井市社南小学校

牛久市立中根小学校 御前崎市立第一小学校

桜川市立雨引小学校 掛川市立桜木小学校

筑西市立川島小学校 掛川市立第二小学校

結城市立結城西小学校 掛川市立千浜小学校

栃木県 宇都宮市立古里中学校 菊川市立小笠東小学校

群馬県 明和町立明和西小学校 菊川市立加茂小学校

川越市立高階中学校 菊川市立六郷小学校

さいたま市立常盤小学校 あま市立七宝北中学校

深谷市立榛沢小学校 私立木田幼稚園

美里町立美里中学校 弥富市立桜小学校

柏市立光ヶ丘小学校 三重県 伊勢市立浜郷小学校

千葉市立轟町小学校 近江八幡市立金田小学校

私立日出学園小学校 甲賀市立貴生川小学校

船橋市立高根台第二小学校 京都府 京都市立下京渉成小学校

茂原市立東郷小学校 堺市立桃山台小学校

私立青山学院初等部 吹田市立第六中学校

足立区立長門小学校 高槻市立大冠小学校

板橋区立志村第四中学校 明石市立大久保小学校

江東区立枝川小学校 神戸市立神の谷小学校

江東区立第二砂町小学校 神戸市立なぎさ小学校

私立星美学園小学校 神戸市立西山小学校

中央区立明石小学校 私立愛徳学園小学校

中野区立若宮小学校 私立甲子園学院小学校

目黒区立大岡山小学校 奈良県 大和高田市立高田小学校

愛川町立半原小学校 和歌山県 岩出市立山崎北小学校

川崎市立宮内小学校 私立慈光幼稚園

私立桐光学園小学校 呉市立明立小学校

藤沢市立長後小学校 東広島市立高美が丘小学校

横浜市立中川西中学校 東広島市立寺西小学校

長野県 上松町立上松小学校 東広島市立三ツ城小学校

新潟県 佐渡市立畑野小学校 広島市立己斐小学校

上市町立南加積小学校 広島市立南観音小学校

高岡市立能町小学校 福山市立水呑小学校

立山町立利田小学校 徳島県 美波町立日和佐小学校

富山市立大沢野小学校 香川県 丸亀市立郡家小学校

富山市立大広田小学校 佐賀県 神埼市立千代田中学校

富山市立芝園小学校 鹿児島市立八幡小学校

富山市立新庄小学校 鹿児島市立山下小学校

東京都

神奈川県

第４５回手紙作文コンクール　学校賞　（100校）

宮城県

福島県

茨城県

埼玉県

富山県

富山県

静岡県

愛知県

滋賀県

大阪府

兵庫県

広島県

鹿児島県

千葉県


