
受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 幼児 佐々木　拓海 兵庫県 私立　千歳保育園
日本郵便賞 幼児 辻　宗瑛 兵庫県 私立　明照幼稚園
NHK学園賞 幼児 中川　優歌 兵庫県 私立　くもち幼稚園
奨励賞 幼児 鈴木　希 神奈川県 私立　なごみ保育園
奨励賞 幼児 今鶴　海亜 山口県 私立　石井手保育園
奨励賞 幼児 安保　琉叶 秋田県 大館市立　扇田保育園
奨励賞 幼児 中田　芯 富山県 氷見市立　十二町保育園
奨励賞 幼児 金子　凌也 富山県 私立　海老江保育園
奨励賞 幼児 小杉　芽生 静岡県 県立　静岡聴覚特別支援学校
奨励賞 幼児 浅野　煌星 兵庫県 神戸市立　玉津第二幼稚園
奨励賞 幼児 小林　春佳 兵庫県 私立　光の丘幼稚園
奨励賞 幼児 山岡　颯人 岡山県 倉敷市立　川辺幼稚園
奨励賞 幼児 徳冨　悠希菜 山口県 私立　西浦保育園

年賀状大賞 小3 森谷　慶介 埼玉県 さいたま市立　原山小学校
文部科学大臣賞 小1 吉原　叶 島根県 安来市立　比田小学校

NHK学園賞 小2 内田　誠一郎 愛知県 名古屋市立　猪高小学校
奨励賞 小1 加賀谷　凜 青森県 県立　青森聾学校
奨励賞 小1 米倉　慶 鹿児島県 国立　鹿児島大学教育学部附属特別支援学校
奨励賞 小2 石塚　悠誠 山形県 鶴岡市立　温海小学校
奨励賞 小2 仲野　明花 東京都 私立　国立学園小学校
奨励賞 小3 石橋　奏 千葉県 私立　国府台女子学院小学部
奨励賞 小3 澁谷　栞奈 神奈川県 川崎市立　新作小学校
奨励賞 小3 佐藤　穂花 新潟県 村上市立　上海府小学校
奨励賞 小3 田中　りょう 兵庫県 尼崎市立　浜田小学校
奨励賞 小3 古澤　光芽 島根県 安来市立　比田小学校
奨励賞 小3 原口　桂衣 長崎県 大村市立　竹松小学校

年賀状大賞 小5 柳澤　一心 石川県 志賀町立　下甘田小学校
文部科学大臣賞 小5 稲嶺　奈々 沖縄県 久米島町立　清水小学校

NHK学園賞 小6 橋本　愛七 大阪府 大阪狭山市立　南第二小学校
奨励賞 小4 髙鍋　佳代 福岡県 福岡市立　美和台小学校
奨励賞 小4 北川　柊也 佐賀県 武雄市立　東川登小学校
奨励賞 小5 溝渕　脩人 愛知県 名古屋市立　北一社小学校
奨励賞 小5 山本　愛夏 兵庫県 神戸市立　乙木小学校
奨励賞 小5 長島　悠太 広島県 県立　廿日市特別支援学校
奨励賞 小5 橋口　颯太朗 長崎県 佐世保市立　三川内小学校
奨励賞 小6 髙階　心花 秋田県 横手市立　山内小学校
奨励賞 小6 安納　氷芽 千葉県 松戸市立　河原塚小学校
奨励賞 小6 袴田　百加 東京都 私立　明星小学校
奨励賞 小6 髙梨　颯士 静岡県 沼津市立　第五小学校

年賀状大賞 中2 池田　梨乃 大阪府 私立　桃山学院中学校
文部科学大臣賞 中2 石渡　早稀 千葉県 鴨川市立　鴨川中学校

NHK学園賞 中2 千葉　優樹 岩手県 県立　一関第一高等学校附属中学校
奨励賞 中1 滝下　彩佳 千葉県 鴨川市立　鴨川中学校
奨励賞 中1 牧野　有紗 千葉県 私立　白百合学園中学校
奨励賞 中1 西澤　愛栞 愛知県 北名古屋市立　師勝中学校
奨励賞 中1 蔵田　稜 大阪府 私立　桃山学院中学校
奨励賞 中1 外山　沙紀 宮崎県 日南市立　北郷小中学校
奨励賞 中2 鈴木　佳怜 福島県 福島市立　福島第一中学校
奨励賞 中2 平上　侑里 東京都 町田市立　金井中学校
奨励賞 中2 梶山　礼乃 佐賀県 県立　唐津東中学校
奨励賞 中3 髙階　花菜 秋田県 県立　大曲養護学校

年賀状大賞 高1 西尾　実華 東京都 私立　　早稲田実業学校　高等部
文部科学大臣賞 高1 松岡　里実 広島県 県立　福山誠之館高等学校

NHK学園賞 高2 渡邉　桃花 新潟県 県立　豊栄高等学校
奨励賞 高1 高岡　沙希 岩手県 県立　盛岡農業高等学校
奨励賞 高1 山本　京香 千葉県 私立　市川学園市川高等学校
奨励賞 高1 小林　ゆり 新潟県 県立　豊栄高等学校
奨励賞 高1 木村　日菜子 愛知県 県立　みあい特別支援学校
奨励賞 高1 野　瑞生 広島県 県立　福山誠之館高等学校
奨励賞 高2 照井　玲央 秋田県 県立　大曲養護学校
奨励賞 高2 清水　伊莉 神奈川県 県立　秦野曽屋高等学校
奨励賞 高2 三橋　美鈴 神奈川県 県立　大井高等学校
奨励賞 高2 宮川　未来 滋賀県 県立　甲良養護学校
奨励賞 高3 早川　恵美 埼玉県 県立　熊谷西高等学校

第13回全日本年賀状大賞コンクール　版画部門　入賞者一覧 （ 76名 ）



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 一般 熊倉　克夫 栃木県 ―
日本郵便賞 一般 中山　浩一 静岡県 ―
NHK学園賞 一般 和田　昭治 岐阜県 ―
奨励賞 一般 小田　洋子 東京都 ―
奨励賞 一般 松村　茂 東京都 ―
奨励賞 一般 日塔　光一 神奈川県 ―
奨励賞 一般 森戸　泉 神奈川県 ―
奨励賞 一般 小嶋　由理 長野県 ―
奨励賞 一般 奧田　嘉一 岐阜県 ―
奨励賞 一般 中嶋　眞知子 岐阜県 ―
奨励賞 一般 西村　順一 広島県 ―
奨励賞 一般 田　満香 宮崎県 ―



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 幼児 林　漱哉 神奈川県 私立　大和山王幼稚園
日本郵便賞 幼児 武井　麻央 東京都 私立　やよいこども園
NHK学園賞 幼児 福島　萌百花 熊本県 熊本市立　中島保育園
奨励賞 幼児 本田　莉愛 兵庫県 私立　めぐみ学園幼稚園
奨励賞 幼児 大石　環 東京都 私立　ポピンズナーサリースクール多摩川
奨励賞 幼児 米澤　碧彩 大阪府 私立　蓮美幼児学園
奨励賞 幼児 森本　彩里 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
奨励賞 幼児 池田　美莉 静岡県 菊川市立　小笠南幼稚園
奨励賞 幼児 村田　杏 愛知県 私立　みちる幼稚園
奨励賞 幼児 塚本　匠 大阪府 私立　ベビーハウス社協
奨励賞 幼児 上月　嘉人 兵庫県 加東市立　三草保育園
奨励賞 幼児 園田　柚奈 熊本県 私立　荒尾四ッ山幼稚園
奨励賞 幼児 大濵　長稔 沖縄県 石垣市立　やえやま幼稚園
佳作 幼児 伊是名　里紗 福岡県 私立　けご幼稚園
佳作 幼児 寺田　陽花 岩手県 私立　スコーレ幼稚園
佳作 幼児 三浦　若菜 愛知県 私立　むつみ保育園
佳作 幼児 中村　梨乃 広島県 私立　はごろも保育園
佳作 幼児 松山　海秀 鹿児島県 奄美市立　輪内保育所
佳作 幼児 須藤　励雄 青森県 私立　弘前保育園
佳作 幼児 本多　菜乃 青森県 私立　あたご幼稚園
佳作 幼児 前田　桃李 愛知県 私立　いぼばらこども園
佳作 幼児 川口　輝瑠 兵庫県 私立　網干保育園
佳作 幼児 山崎　悠月 山口県 私立　愛隣幼児学園

審査員特別賞 幼児 弘山　真菜 埼玉県 私立　明彩幼稚園
審査員特別賞 幼児 中島　駈 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
審査員特別賞 幼児 郷野　大智 熊本県 私立　一宇保育園
審査員特別賞 幼児 田中　学 兵庫県 私立　同朋住吉台保育園
審査員特別賞 幼児 水田　凛帆 愛媛県 私立　法龍寺こども園
審査員特別賞 幼児 兼高　弘亘 大分県 私立　くすのきこども園
審査員特別賞 幼児 満森　奈々 宮崎県 私立　南宮崎カトリック幼稚園
年賀状大賞 小2 堀　龍翔 福島県 塙町立　笹原小学校

文部科学大臣賞 小3 椎葉　来輝 宮崎県 椎葉村立　不土野小学校
NHK学園賞 小1 鬼木　輝矢 愛知県 蒲郡市立　中央小学校
奨励賞 小1 大舘　舜祐 広島県 府中市立　栗生小学校
奨励賞 小1 小池　陽登 愛媛県 今治市立　波止浜小学校
奨励賞 小2 沖澤　慧祐 茨城県 常陸太田市立　太田小学校
奨励賞 小2 山本　華 東京都 港区立　本村小学校
奨励賞 小2 上藤　幸歩 徳島県 吉野川市立　鴨島小学校
奨励賞 小2 阿野田　紗由 高知県 高知市立　旭東小学校
奨励賞 小3 渥美　陽斗 静岡県 浜松市立　内野小学校
奨励賞 小3 山﨑　真実 広島県 国立　広島大学附属三原小学校
奨励賞 小3 形部　利樹 鹿児島県 指宿市立　指宿小学校
奨励賞 小3 田中　悠翔 鹿児島県 いちき串木野市立　市来小学校
佳作 小1 関　龍生 東京都 新宿区立　天神小学校
佳作 小1 高橋　飛向 神奈川県 横浜市立　東戸塚小学校
佳作 小2 竹内　竜矢 千葉県 市原市立　国分寺台小学校
佳作 小2 西島　将太郎 愛知県 犬山市立　池野小学校
佳作 小2 　光輝 奈良県 王寺町立　王寺南小学校
佳作 小3 赤澤　桃菜 神奈川県 横浜市立　港南台第三小学校
佳作 小3 藤木　冬磨 富山県 富山市立　水橋東部小学校
佳作 小3 多久間　愛斗 岡山県 備前市立　伊部小学校
佳作 小3 髙山　さくら 広島県 府中市立　栗生小学校
佳作 小3 山田　航世 広島県 廿日市市立　宮内小学校

審査員特別賞 小1 福井　遥己 東京都 日野市立　日野第六小学校
審査員特別賞 小2 仁木　優花 青森県 むつ市立　第三田名部小学校
審査員特別賞 小2 児玉　和花 福島県 福島市立　清水小学校
審査員特別賞 小2 川瀬　愛花 滋賀県 長浜市立　富永小学校
審査員特別賞 小3 三浦　亜莉智 宮城県 登米市立　新田小学校
審査員特別賞 小3 野木　美里 神奈川県 横浜市立　港南台第三小学校
審査員特別賞 小3 井上　愛月 滋賀県 竜王町立　竜王西小学校
審査員特別賞 小3 岸　煌星 徳島県 美波町立　由岐小学校
審査員特別賞 小3 海老原　心美 鹿児島県 三島村立　三島小学校

第13回全日本年賀状大賞コンクール　絵手紙部門　入賞者一覧 （ 190名 ）



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 小5 佐藤　拾豪 岐阜県 恵那市立　大井小学校

文部科学大臣賞 小6 帯川　美咲 神奈川県 横浜市立　上菅田小学校
NHK学園賞 小4 細川　颯真 奈良県 三郷町立　三郷北小学校
奨励賞 小4 石倉　康多 青森県 むつ市立　川内小学校
奨励賞 小4 名波　結奈 埼玉県 春日部市立　南桜井小学校
奨励賞 小4 北森　彩乃 東京都 私立　目黒星美学園小学校
奨励賞 小4 金子　咲紀 長崎県 佐世保市立　相浦西小学校
奨励賞 小5 川出　蒼羽 東京都 北区立　梅木小学校
奨励賞 小5 木村　七華 愛知県 稲沢市立　坂田小学校
奨励賞 小5 濱口　愛恵 滋賀県 湖南市立　菩提寺北小学校
奨励賞 小6 大西　桜子 千葉県 船橋市立　大穴北小学校
奨励賞 小6 大島　祥瑚 愛知県 稲沢市立　法立小学校
奨励賞 小6 澤田　早柚 愛知県 豊田市立　中金小学校
佳作 小4 深渕　龍吾 青森県 平内町立　小湊小学校
佳作 小4 松本　由奈 埼玉県 宮代町立　笠原小学校
佳作 小4 後藤　巧海 兵庫県 神戸市立　伊川谷小学校
佳作 小4 荒巻　凜太朗 福岡県 福岡市立　老司小学校
佳作 小5 安嶋　朔良 茨城県 常陸太田市立　太田小学校
佳作 小5 井手口　多聞 広島県 府中市立　栗生小学校
佳作 小5 落合　ななみ 熊本県 山江村立　山田小学校
佳作 小5 大薗　玲央 鹿児島県 鹿児島市立　山下小学校
佳作 小6 櫻井　美弥 富山県 富山市立　水橋中部小学校
佳作 小6 諸田　一真 滋賀県 竜王町立　竜王西小学校

審査員特別賞 小4 畠山　真依 富山県 魚津市立　大町小学校
審査員特別賞 小4 三代川　穂嵩 滋賀県 長浜市立　長浜南小学校
審査員特別賞 小4 髙橋　里緒 広島県 尾道市立　長江小学校
審査員特別賞 小5 佐野　遥乃 神奈川県 川崎市立　西梶ヶ谷小学校
審査員特別賞 小5 花宮　彩香 大阪府 大阪市立　堀江小学校
審査員特別賞 小5 住田　旺翼 広島県 尾道市立　長江小学校
審査員特別賞 小5 平野　ばねす 香川県 丸亀市立　城北小学校
審査員特別賞 小6 中山　千奈 高知県 高知市立　横内小学校
審査員特別賞 小6 村上　大斗 熊本県 山江村立　山田小学校
年賀状大賞 中2 山中　早織 兵庫県 西宮市立　浜脇中学校

文部科学大臣賞 中2 那須　麻華 宮崎県 日南市立　吾田中学校
NHK学園賞 中1 大釜　聖生 秋田県 大仙市立　中仙中学校
奨励賞 中1 有田　毅範 神奈川県 私立　神奈川大学附属中学校
奨励賞 中1 佐藤　希寧 広島県 府中市立　上下中学校
奨励賞 中2 山内　美空 北海道 壮瞥町立　壮瞥中学校
奨励賞 中2 熊谷　美幸 岩手県 盛岡市立　下橋中学校
奨励賞 中2 大内　尚実 福島県 二本松市立　東和中学校
奨励賞 中2 折口　潤太朗 富山県 南砺市立　平中学校
奨励賞 中2 杉浦　愛菜 愛知県 安城市立　安城西中学校
奨励賞 中3 吉田　実央 京都府 京丹波町立　瑞穂中学校
奨励賞 中3 中田　亜有香 岡山県 美作市立　美作中学校
奨励賞 中3 笹川　ひより 熊本県 国立　熊本大学教育学部附属中学校
佳作 中1 渡部　あおい 北海道 富良野市立　富良野東中学校
佳作 中1 飯塚　明香里 東京都 荒川区立　尾久八幡中学校
佳作 中1 石亀　龍之介 静岡県 私立　城南静岡中学校
佳作 中2 本多　恵 埼玉県 上尾市立　東中学校
佳作 中2 山田　莉子 新潟県 新潟市立　新津第一中学校
佳作 中2 太田　文華 静岡県 浜松市立　入野中学校
佳作 中2 長谷川　天星 京都府 京丹波町立　和知中学校
佳作 中2 村上　令法 大阪府 吹田市立　高野台中学校
佳作 中3 高嶋　優花 秋田県 能代市立　能代第一中学校
佳作 中3 宮下　純夏 宮崎県 日南市立　吾田中学校

審査員特別賞 中1 船越　遥光 東京都 都立　両国高等学校附属中学校
審査員特別賞 中1 大木　一史 静岡県 浜松市立　積志中学校
審査員特別賞 中2 浅利　星来 秋田県 能代市立　能代第一中学校
審査員特別賞 中2 佐藤　明衣 秋田県 由利本荘市立　本荘南中学校
審査員特別賞 中2 片山　明香里 愛知県 安城市立　安城西中学校
審査員特別賞 中2 小嶋　美野 滋賀県 東近江市立　聖徳中学校
審査員特別賞 中3 菅野　沙彩 福島県 伊達市立　松陽中学校
審査員特別賞 中3 大和　未来 広島県 広島市立　仁保中学校
審査員特別賞 中3 森　万李萌 愛媛県 新居浜市立　中萩中学校



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 高1 真野　春香 兵庫県 県立　洲本高等学校

文部科学大臣賞 高2 小田　悠菜 福井県 県立　高志高等学校
NHK学園賞 高3 加賀谷　莉緒 埼玉県 県立　栗橋北彩高等学校
奨励賞 高1 塩川　美優 埼玉県 県立　所沢高等学校
奨励賞 高1 川崎　夏子 富山県 県立　魚津高等学校
奨励賞 高1 岩城　遼子 静岡県 県立　伊東高等学校
奨励賞 高1 古林　未来 京都府 府立　亀岡高等学校
奨励賞 高1 松本　英恵 福岡県 福岡市立　福岡西陵高等学校
奨励賞 高2 政田　琴美 石川県 県立　能登高等学校
奨励賞 高2 井上　真優 佐賀県 私立　龍谷高等学校
奨励賞 高3 大野　菜月 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
奨励賞 高3 児玉　真綾 愛知県 私立　金城学院高等学校
奨励賞 高3 塗木　遥香 広島県 県立　大竹高等学校
佳作 高1 山内　望鈴 北海道 国立　旭川工業高等専門学校
佳作 高1 新堀　美賢 福島県 県立　いわき総合高等学校
佳作 高1 熊澤　美香 神奈川県 県立　光陵高等学校
佳作 高1 髙垣　直矢 広島県 県立　尾道東高等学校
佳作 高2 佐々木　菖瑚 北海道 岩見沢市立　北海道岩見沢緑陵高等学校
佳作 高2 関　美穂乃 静岡県 県立　伊東高等学校
佳作 高2 野村　友香 静岡県 県立　吉原高等学校
佳作 高2 諫山　千実 兵庫県 県立　明石城西高等学校
佳作 高3 二瓶　怜 福島県 県立　会津学鳳高等学校
佳作 高3 小池　悠理 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校

審査員特別賞 高1 木地　葵文 鳥取県 私立　米子松蔭高等学校
審査員特別賞 高1 自在丸　歩華 大分県 私立　東九州龍谷高等学校
審査員特別賞 高2 望月　咲見 静岡県 県立　吉原高等学校
審査員特別賞 高2 同前　早耶花 岡山県 県立　興陽高等学校
審査員特別賞 高2 野田　華子 福岡県 県立　太宰府高等学校
審査員特別賞 高2 江口　康太 佐賀県 私立　龍谷高等学校
審査員特別賞 高3 松本　友李 茨城県 県立　竜ケ崎第二高等学校
審査員特別賞 高3 陰山　穂乃花 滋賀県 県立　八日市高等学校
審査員特別賞 高3 上江洲　くみ 沖縄県 県立　那覇商業高等学校
年賀状大賞 一般 瀬尾　千富 広島県 ―
日本郵便賞 一般 村上　利久 東京都 ―
NHK学園賞 一般 山本　紗瑛 岐阜県 ―
奨励賞 一般 西田　啓二 埼玉県 ―
奨励賞 一般 新庄　すが江 神奈川県 ―
奨励賞 一般 荻田　康典 愛知県 ―
奨励賞 一般 山田　佳信 愛知県 ―
奨励賞 一般 　誠一 京都府 ―
奨励賞 一般 津田　保 兵庫県 ―
奨励賞 一般 岡本　恵美子 岡山県 ―
奨励賞 一般 加藤　法子 山口県 ―
奨励賞 一般 清重　郁子 徳島県 ―
奨励賞 一般 吉田　節子 佐賀県 ―
佳作 一般 斎藤　守 茨城県 ―
佳作 一般 市川　澄子 埼玉県 ―
佳作 一般 伊藤　泉美 埼玉県 ―
佳作 一般 中村　多重子 神奈川県 ―
佳作 一般 堀　記子 愛知県 ―
佳作 一般 金丸　美志子 三重県 ―
佳作 一般 泉谷　朱実 大阪府 ―
佳作 一般 山　真優 大阪府 ―
佳作 一般 森　玲子 島根県 ―
佳作 一般 湯田　亜矢子 鹿児島県 ―

審査員特別賞 一般 髙山　茉実 北海道 ―
審査員特別賞 一般 水品　沙紀 千葉県 ―
審査員特別賞 一般 光地　克美 富山県 ―
審査員特別賞 一般 長島　勝治 静岡県 ―
審査員特別賞 一般 須田　陽子 岐阜県 ―
審査員特別賞 一般 蔵之下　眞由美 兵庫県 ―
審査員特別賞 一般 中谷　幸雄 兵庫県 ―
審査員特別賞 一般 片山　侑弥 和歌山県 ―
審査員特別賞 一般 梅木　裕子 鹿児島県 ―



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 幼児 友時　昊志 北海道 私立　国の華幼稚園
日本郵便賞 幼児 石丸　和佳奈 広島県 私立　はごろも保育園
NHK学園賞 幼児 花見　優來 福島県 私立　田島保育園
奨励賞 幼児 今野　碧乃 山形県 私立　保育所ちびっこランド桜田東園
奨励賞 幼児 吉田　泰駕 山形県 私立　保育所ちびっこランド桜田東園
奨励賞 幼児 吉田　ななみ 福島県 私立　田島保育園
奨励賞 幼児 白木　愛 埼玉県 私立　ルミエール保育園
奨励賞 幼児 菅原　煌生 埼玉県 私立　花崎保育園
奨励賞 幼児 奥山　萌枝 東京都 私立　さかえ幼稚園
奨励賞 幼児 山田　瑛玖 愛知県 私立　木田幼稚園
奨励賞 幼児 森田　幸暉 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
奨励賞 幼児 西橋　駿 山口県 私立　西浦保育園
奨励賞 幼児 松原　菜々 徳島県 私立　ナーサリー富田幼児園

年賀状大賞 小2 山内　かのん 福島県 猪苗代町立　猪苗代小学校
文部科学大臣賞 小2 下村　治也 長野県 宮田村立　宮田小学校

NHK学園賞 小3 諏訪　幸也 福島県 伊達市立　伊達小学校
奨励賞 小1 神戸　美香 群馬県 安中市立　九十九小学校
奨励賞 小1 上村　心春 大阪府 堺市立　英彰小学校
奨励賞 小1 大富　咲菜 鹿児島県 鹿児島市立　西伊敷小学校
奨励賞 小2 藤井　麻緒 茨城県 牛久市立　中根小学校
奨励賞 小2 田中　茜 埼玉県 鴻巣市立　鴻巣中央小学校
奨励賞 小2 三木　彩加 大阪府 国立　大阪教育大学附属池田小学校
奨励賞 小2 中村　愛佳 熊本県 山江村立　山田小学校
奨励賞 小2 友寄　隆雅 沖縄県 うるま市立　南原小学校
奨励賞 小3 平山　希香 愛知県 西尾市立　吉田小学校
奨励賞 小3 田部　悠翔 広島県 庄原市立　板橋小学校

年賀状大賞 小5 住田　旺翼 広島県 尾道市立　長江小学校
文部科学大臣賞 小5 仕切　優那泉 富山県 射水市立　中太閤山小学校

NHK学園賞 小6 パティンゴ　ベッラ 長崎県 大村市立　福重小学校
奨励賞 小4 細野　未優 北海道 千歳市立　桜木小学校
奨励賞 小4 礒部　陽香 福岡県 北九州市立　祝町小学校
奨励賞 小5 神永　千尋 福島県 塙町立　笹原小学校
奨励賞 小5 鹿熊　瑞希 富山県 朝日町立　あさひ野小学校
奨励賞 小5 室谷　まひろ 兵庫県 篠山市立　城北畑小学校
奨励賞 小5 博田　開 広島県 尾道市立　日比崎小学校
奨励賞 小5 江本　詩月 福岡県 朝倉市立　甘木小学校
奨励賞 小6 青山　晴香 愛知県 犬山市立　城東小学校
奨励賞 小6 永田　力 長崎県 長崎市立　高城台小学校
奨励賞 小6 黒木　理梨華 鹿児島県 鹿児島市立　山下小学校

年賀状大賞 中2 石戸　悠夏 鹿児島県 鹿児島市立　桜丘中学校
文部科学大臣賞 中2 猪古　雛里 熊本県 私立　尚絅中学校

NHK学園賞 中1 益子　武 茨城県 かすみがうら市立　下稲吉中学校
奨励賞 中1 橋本　絵里 茨城県 かすみがうら市立　下稲吉中学校
奨励賞 中1 石井　柚羽 新潟県 糸魚川市立　能生中学校
奨励賞 中1 竹本　春妃 京都府 国立　京都教育大学附属桃山中学校
奨励賞 中1 村川　史織 長崎県 大村市立　玖島中学校
奨励賞 中2 　百優 北海道 江別市立　中央中学校
奨励賞 中2 金子　未奈 東京都 世田谷区立　北沢中学校
奨励賞 中2 松本　美空 広島県 福山市立　城南中学校
奨励賞 中3 猪熊　春花 千葉県 国立　千葉大学教育学部附属中学校
奨励賞 中3 吉田　志帆 岐阜県 私立　西濃学園中学校
奨励賞 中3 内藤　梅花 広島県 呉市立　吉浦中学校

年賀状大賞 高2 境　桃花 熊本県 私立　尚絅高等学校
文部科学大臣賞 高2 村山　美羽 岡山県 私立　興譲館高等学校

NHK学園賞 高1 桒田　花甫 愛知県 県立　愛知商業高等学校
奨励賞 高1 森島　千穂 滋賀県 県立　八日市高等学校
奨励賞 高1 西田　圭希 大阪府 私立　金蘭千里高等学校
奨励賞 高1 井上　清楓 愛媛県 県立　川之石高等学校
奨励賞 高1 森　雪乃 長崎県 県立　小浜高等学校
奨励賞 高2 上田　ひかる 福島県 県立　安達東高等学校
奨励賞 高2 東條　圭吾 愛知県 県立　古知野高等学校
奨励賞 高2 上田　花菜 大阪府 私立　関西創価高等学校
奨励賞 高3 澤田　響太郎 茨城県 県立　結城第二高等学校
奨励賞 高3 大木　響 埼玉県 県立　志木高等学校
奨励賞 高3 渡邉　絵美 静岡県 県立　浜松東高等学校

第13回全日本年賀状大賞コンクール　ことば部門　入賞者一覧 （ 78名 ）



受賞 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 一般 佐藤　希美 千葉県 ―
日本郵便賞 一般 舟橋　優香 茨城県 ―
NHK学園賞 一般 石原　由紀子 大阪府 ―
奨励賞 一般 吾妻　康子 宮城県 ―
奨励賞 一般 久本　江利子 群馬県 ―
奨励賞 一般 髙田　順子 千葉県 ―
奨励賞 一般 角山　尚子 新潟県 ―
奨励賞 一般 大西　悟 福井県 ―
奨励賞 一般 林　一美 岐阜県 ―
奨励賞 一般 矢野　範子 兵庫県 ―
奨励賞 一般 瀬尾　千富 広島県 ―
奨励賞 一般 智谷　裕子 広島県 ―
奨励賞 一般 沓野　芙佐江 山口県 ―


