
■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　Ｄブロック最優秀賞 川原田　泰石 2年 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校

文部科学大臣賞　Ｃブロック最優秀賞 井上　久遠 2年 神奈川県 横浜市立いぶき野小学校

日本郵便社長賞　Ａブロック最優秀賞 齋藤　ゆな 2年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

Ｂブロック最優秀賞 山崎　優月 1年 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

Ｅブロック最優秀賞 神農　美和 2年 徳島県 徳島市助任小学校

Ａブロック優秀賞 関本　創 1年 福島県 会津美里町立高田小学校

Ａブロック優秀賞 森下　岳飛 1年 栃木県 下野市立祇園小学校

Ａブロック優秀賞 佐々木　瞭 2年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 須川　芹菜 2年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ｂブロック優秀賞 藤間　日花 1年 千葉県 市川市立冨貴島小学校

Ｂブロック優秀賞 星野　つぐみ 1年 新潟県 魚沼市立小出小学校

Ｂブロック優秀賞 長野　遥希 1年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｂブロック優秀賞 丸山　碧 2年 千葉県 市川市立冨貴島小学校

Ｃブロック優秀賞 中山　大穂 1年 愛知県 名古屋市立星ケ丘小学校

Ｃブロック優秀賞 田中　音羽 2年 東京都 新宿区立西戸山小学校
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Ｃブロック優秀賞 伊藤　美智子 2年 愛知県 私立椙山女学園大学附属小学校

Ｃブロック優秀賞 後藤　琉那 2年 愛知県 私立椙山女学園大学附属小学校

Ｄブロック優秀賞 片岡　宏徳 2年 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校

Ｄブロック優秀賞 河井　琉樹 2年 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校

Ｄブロック優秀賞 近藤　友都 2年 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校

Ｄブロック優秀賞 藤田　桜 2年 広島県 北広島町立壬生小学校

Ｅブロック優秀賞 佐々木　和椛 1年 愛媛県 西条市立壬生川小学校

Ｅブロック優秀賞 香留　伊吹 1年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｅブロック優秀賞 加地　華乃 1年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｅブロック優秀賞 神野　夏菜都 1年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

審査員特別賞 橋本　七海 1年 千葉県 市川市立冨貴島小学校

審査員特別賞 荒　かりん 1年 福島県 いわき市立中央台東小学校

審査員特別賞 亀山　愛結 2年 東京都 八王子市立松枝小学校



■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　Ｅブロック最優秀賞 近藤　麻友 3年 徳島県 私立徳島文理小学校

文部科学大臣賞　Ａブロック最優秀賞 辨野　空 4年 福島県 いわき市立中央台東小学校

日本郵便社長賞　Ｄブロック最優秀賞 内川　直哉 4年 広島県 東広島市立東西条小学校

Ｂブロック最優秀賞 岩渕　真歩 3年 千葉県 市川市立冨貴島小学校

Ｃブロック最優秀賞 野間　千智 4年 神奈川県 鎌倉市立玉縄小学校

Ａブロック優秀賞 渡辺　麻結 3年 福島県 いわき市立湯本第一小学校

Ａブロック優秀賞 久保田　笑心 3年 福島県 郡山市立高瀬小学校

Ａブロック優秀賞 七海　理帆 4年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 布施　彩華 4年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ｂブロック優秀賞 田口　悠珠 3年 埼玉県 伊奈町立南小学校

Ｂブロック優秀賞 小田　結愛 3年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

Ｂブロック優秀賞 谷井　琳香 3年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

Ｂブロック優秀賞 村岡　柚香 3年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

Ｃブロック優秀賞 渥美　陽斗 3年 静岡県 浜松市立内野小学校

Ｃブロック優秀賞 東瀬　優花 4年 東京都 北区立紅葉小学校

Ｃブロック優秀賞 藤井　日向 4年 愛知県 豊田市立豊松小学校

Ｃブロック優秀賞 鬼久保　瑛士 4年 神奈川県 葉山町立葉山小学校

Ｄブロック優秀賞 小林　夏実 3年 岡山県 岡山市立雄神小学校

Ｄブロック優秀賞 松原　徹郎 4年 京都府 精華町立東光小学校

Ｄブロック優秀賞 山本　陽菜 4年 京都府 精華町立東光小学校

Ｄブロック優秀賞 内田　朱音 4年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

Ｅブロック優秀賞 藤本　純怜 3年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｅブロック優秀賞 相坂　朋佳 3年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｅブロック優秀賞 小川　くら 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｅブロック優秀賞 宮平　怜奈 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｅブロック優秀賞 松本　海璃 4年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

審査員特別賞 阿部　舞幸 3年 岩手県 岩泉町立小本小学校大牛内分校

審査員特別賞 小林　滉生 4年 静岡県 静岡市立大里西小学校

審査員特別賞 手塚　幸世 4年 福岡県 福岡県立太宰府特別支援学校



■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　Ｅブロック最優秀賞 船木　光 5年 福岡県 福岡市立青葉小学校

文部科学大臣賞　Ｃブロック最優秀賞 井上　詠祐大 6年 神奈川県 横浜市立いぶき野小学校

日本郵便社長賞　Ａブロック最優秀賞 鈴木　萌花 6年 福島県 福島市立瀬上小学校

Ｂブロック最優秀賞 岩下　和日香 6年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｄブロック最優秀賞 内川　夏実 6年 広島県 東広島市立東西条小学校

Ａブロック優秀賞 平野　雅姫 5年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

Ａブロック優秀賞 安藤　希 6年 福島県 いわき市立渡辺小学校

Ａブロック優秀賞 佐川　美桜 6年 福島県 福島市立瀬上小学校

Ａブロック優秀賞 上田　純菜 6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 5年 埼玉県 伊奈町立南小学校

Ｂブロック優秀賞 伊藤　英 6年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｂブロック優秀賞 岩下　明日香 6年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｂブロック優秀賞 細川　遥佳 6年 埼玉県 さいたま市立常盤小学校

Ｃブロック優秀賞 吉川　千咲子 5年 富山県 富山市立福沢小学校

Ｃブロック優秀賞 沙　美柚羽 6年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Ｃブロック優秀賞 太田　寿梨 6年 愛知県 豊田市立若林西小学校

Ｃブロック優秀賞 伊藤　春乃 6年 静岡県 袋井市立高南小学校

Ｄブロック優秀賞 別府　愛理 6年 兵庫県 神戸市立丸山小学校

Ｄブロック優秀賞 西口　杏梨 6年 鳥取県 大山町立中山小学校

Ｄブロック優秀賞 赤木　和貴 6年 広島県 東広島市立高美が丘小学校

Ｄブロック優秀賞 道法　紗優子 6年 広島県 東広島市立高美が丘小学校

Ｅブロック優秀賞 溝口　志歩 5年 鹿児島県 出水市立西出水小学校

Ｅブロック優秀賞 三本　萌歌 5年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｅブロック優秀賞 藤原　癒久上 5年 宮崎県 都城市立大王小学校

Ｅブロック優秀賞 神農　和玖 6年 徳島県 私立徳島文理小学校

審査員特別賞 津留　拓斗 6年 鹿児島県 奄美市立小湊小学校

審査員特別賞 渡邉　脩文 6年 広島県 東広島市立高美が丘小学校

審査員特別賞 上沼　彩絢 6年 東京都 町田市立南第一小学校


