
別紙
第49回手紙作文コンクール　はがき作文部門　入賞者一覧 （ 144名 ）

受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 はがき作文 小学校1年生 中島　義凱 東京都 私立　暁星小学校

日本郵便賞 はがき作文 小学校1年生 国府田　杏渚 茨城県 つくば市立　栗原小学校
金賞 はがき作文 小学校1年生 倉澤　和季 東京都 私立　暁星小学校
金賞 はがき作文 小学校1年生 篠田　佳那 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銀賞 はがき作文 小学校1年生 塩川　遼 千葉県 富里市立　日吉台小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 片岡　佳翼 埼玉県 さいたま市立　大東小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 郷良　寧々 岡山県 岡山市立　西小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 平野　有晏 福島県 檜枝岐村立　檜枝岐小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 関口　知希 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 塚田　来留美 茨城県 結城市立　城南小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 中尾　小雪 熊本県 荒尾市立　万田小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 森田　紗瑛 東京都 中央区立　月島第一小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 髙橋　奏智 神奈川県 愛川町立　中津第二小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 虻川　萌依 千葉県 成田市立　吾妻小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 植村　莉奈 福岡県 福岡市立　西新小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 古川　七実 佐賀県 佐賀市立　勧興小学校
佳作 はがき作文 小学校1年生 芹原　沙來 富山県 高岡市立　能町小学校
佳作 はがき作文 小学校1年生 武藤　智咲 長崎県 長崎市立　伊良林小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校2年生 天野　馨優 埼玉県 春日部市立　正善小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校2年生 黒岩　郁翔 東京都 私立　青山学院初等部

金賞 はがき作文 小学校2年生 綾部　崇伸 東京都 私立　国立学園小学校
金賞 はがき作文 小学校2年生 髙橋　咲良 埼玉県 さいたま市立　常盤小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 橋本　あかり 群馬県 高崎市立　長野小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 原口　祐輝 千葉県 私立　日出学園小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 上野　瑠真 東京都 私立　暁星小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 大石　堯成 東京都 私立　暁星小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 川代　凜梨花 青森県 新郷村立　西越小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 小山　愛莉 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校2年生 山田　桃羽 東京都 私立　国立学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 坂入　悠翔 茨城県 筑西市立　下館小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 八文字　俊哉 東京都 私立　暁星小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 金指　亮汰 千葉県 千葉市立　泉谷小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 松永　有咲 兵庫県 明石市立　藤江小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 岩崎　桜芽 愛媛県 西条市立　氷見小学校
佳作 はがき作文 小学校2年生 河島　美里 静岡県 浜松市立　蒲小学校
佳作 はがき作文 小学校2年生 比嘉　桃花 埼玉県 さいたま市立　北浦和小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校3年生 鈴木　晴朝 栃木県 私立　開智小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校3年生 風間　・雄 神奈川県 私立　桐光学園小学校

金賞 はがき作文 小学校3年生 千葉　咲輝 埼玉県 八潮市立　大曽根小学校
金賞 はがき作文 小学校3年生 中島　慧 兵庫県 神戸市立　高羽小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 林　宕生 東京都 板橋区立　三園小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 植木　涼太 埼玉県 蓮田市立　黒浜南小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 福﨑　威風輝 福岡県 私立　敬愛小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 鈴木　琉晟 埼玉県 さいたま市立　大戸小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 井手　花音 兵庫県 私立　愛徳学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 佐藤　詩芭 福島県 南相馬市立　原町第三小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 柳井　青空 香川県 丸亀市立　垂水小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 長屋　亮佑 愛知県 江南市立　布袋小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 瀧田　新 埼玉県 飯能市立　富士見小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 山﨑　ちよ 千葉県 千葉市立　あすみが丘小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 秋山　凜奈 愛知県 名古屋市立　大宝小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 髙橋　いと 東京都 私立　光塩女子学院初等科
佳作 はがき作文 小学校3年生 内田　貴章 埼玉県 さいたま市立　大砂土小学校
佳作 はがき作文 小学校3年生 清水　風羽 島根県 出雲市立　塩冶小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校4年生 肥塚　紗奈 千葉県 松戸市立　古ケ崎小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校4年生 亀山　莉央 埼玉県 さいたま市立　宮前小学校

金賞 はがき作文 小学校4年生 谷口　紗英 宮城県 国立　宮城教育大学附属小学校
金賞 はがき作文 小学校4年生 植野　みなみ 広島県 広島市立　古田小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 山本　陽菜 福岡県 久留米市立　日吉小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 安藤　千智 神奈川県 平塚市立　花水小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 金指　七葉 千葉県 千葉市立　泉谷小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 奥山　咲季 東京都 練馬区立　練馬小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 小林　咲き 東京都 品川区立　三木小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 米川　紗也乃 東京都 私立　青山学院初等部
銅賞 はがき作文 小学校4年生 菅原　優大 大阪府 大阪市立　御幣島小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 中村　怜旺矢 群馬県 太田市立　韮川小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 加田　瑞葵 兵庫県 南あわじ市・洲本市組合立　広田小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 谷口　彩香 長崎県 長崎市立　福田小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 川上　晴花 新潟県 新潟市立　白山小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 田澤　怜欧 千葉県 私立　日出学園小学校
佳作 はがき作文 小学校4年生 前川　美颯 兵庫県 神河町立　神崎小学校
佳作 はがき作文 小学校4年生 土谷　遥香 東京都 私立　星美学園小学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 はがき作文 小学校5年生 緒方　結花 福岡県 久留米市立　南小学校

日本郵便賞 はがき作文 小学校5年生 林　万寛 愛知県 豊田市立　美山小学校
金賞 はがき作文 小学校5年生 小平　愛 群馬県 伊勢崎市立　宮郷第二小学校
金賞 はがき作文 小学校5年生 脇田　瑞姫 富山県 富山市立　新庄小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 本田　美玲 富山県 富山市立　古沢小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 宮岡　初美 埼玉県 川口市立　鳩ヶ谷小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 土井　きづな 富山県 富山市立　山室中部小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 木村　栄伸 奈良県 奈良市立　佐保小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 村田　真璃奈 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 橋本　美咲 岡山県 岡山市立　西小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 杉村　瞳 岡山県 岡山市立　幡多小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 岸　優衣奈 埼玉県 和光市立　新倉小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 森田　ひら梨 兵庫県 神戸市立　本山第一小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 東條　雅月 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校5年生 宮岡　紗良 埼玉県 川越市立　川越小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 川村　衣咲 富山県 富山市立　藤ノ木小学校
佳作 はがき作文 小学校5年生 杉浦　真央 愛知県 名古屋市立　大宝小学校
佳作 はがき作文 小学校5年生 高井　友稔 福岡県 糸島市立　怡土小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校6年生 白川　莉奈 東京都 私立　青山学院初等部
日本郵便賞 はがき作文 小学校6年生 佐藤　茅音 福島県 南相馬市立　原町第三小学校

金賞 はがき作文 小学校6年生 齋藤　咲和子 茨城県 笠間市立　友部小学校
金賞 はがき作文 小学校6年生 松本　深蒼 東京都 私立　聖学院小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 櫻澤　晴 群馬県 高崎市立　倉賀野小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 大木　麗史 神奈川県 横浜市立　本町小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 佐藤　華純 千葉県 我孫子市立　我孫子第四小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 吉村　佳恵 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 竹川　杏奈 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校6年生 川上　琉采 兵庫県 私立　愛徳学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 堀内　咲希 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校6年生 髙橋　さくら 神奈川県 横浜市立　稲荷台小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 平岡　怜 広島県 三原市立　中之町小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 市原　光 千葉県 私立　日出学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 増山　久人 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 赤木　美緒 茨城県 結城市立　城南小学校
佳作 はがき作文 小学校6年生 溝口　志歩 鹿児島県 出水市立　西出水小学校
佳作 はがき作文 小学校6年生 池田　奈央 千葉県 勝浦市立　勝浦小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 中学校3年生 森田　香音 千葉県 野田市立　北部中学校
日本郵便賞 はがき作文 中学校2年生 三箇　深鈴 奈良県 五條市立　五條東中学校

金賞 はがき作文 中学校1年生 本田　颯 新潟県 小千谷市立　片貝中学校
金賞 はがき作文 中学校2年生 豊田　悠美子 神奈川県 小田原市立　城山中学校
銀賞 はがき作文 中学校1年生 鈴木　星菜 兵庫県 宝塚市立　光ガ丘中学校
銀賞 はがき作文 中学校1年生 髙木　愛理 神奈川県 私立　洗足学園中学校
銀賞 はがき作文 中学校3年生 鷲尾　有純 京都府 京都市立　北野中学校
銀賞 はがき作文 中学校3年生 岩崎　水萌 兵庫県 赤穂市立　有年中学校
銅賞 はがき作文 中学校1年生 木村　咲穂 岡山県 倉敷市立　真備中学校
銅賞 はがき作文 中学校1年生 小西　彩月 三重県 私立　高田中学校
銅賞 はがき作文 中学校1年生 野中　くるみ 長野県 私立　長野日本大学中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 藍原　なずな 栃木県 私立　白鷗大学足利中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 奥田　莉世 神奈川県 横浜市立　都田中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 井上　梨湖 大阪府 八尾市立　高美中学校
銅賞 はがき作文 中学校3年生 福井　柚花 兵庫県 赤穂市立　有年中学校
銅賞 はがき作文 中学校3年生 松本　媛花 東京都 板橋区立　志村第四中学校
佳作 はがき作文 中学校1年生 坪　咲希 千葉県 野田市立　北部中学校
佳作 はがき作文 中学校3年生 池下　絢香 神奈川県 相模原市立　上溝中学校

文部科学大臣賞 はがき作文 高校3年生 後藤　久美子 秋田県 県立　能代西高等学校
日本郵便賞 はがき作文 高校3年生 羽沢　舞 東京都 私立　創価高等学校

金賞 はがき作文 高校3年生 安藤　明日香 愛知県 県立　豊田東高等学校
金賞 はがき作文 高校3年生 島田　風由子 大阪府 府立　港南造形高等学校
銀賞 はがき作文 高校2年生 山田　茜 東京都 私立　潤徳女子高等学校
銀賞 はがき作文 高校2年生 川口　ゆい 島根県 私立　立正大学淞南高等学校
銀賞 はがき作文 高校3年生 鈴木　把奈 愛知県 県立　豊田東高等学校
銀賞 はがき作文 高校3年生 磯山　桃花 埼玉県 県立　八潮高等学校
銅賞 はがき作文 高校1年生 山本　千尋 静岡県 県立　新居高等学校
銅賞 はがき作文 高校1年生 四日　沙緒里 石川県 国立　金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校

銅賞 はがき作文 高校1年生 四本　美海 鹿児島県 鹿屋市立　鹿屋女子高等学校
銅賞 はがき作文 高校1年生 江連　穂果 栃木県 私立　宇都宮短期大学附属高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 松山　佳代 広島県 県立　大竹高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 ⻆谷　日菜子 広島県 県立　大竹高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 齊野　陸 島根県 私立　立正大学淞南高等学校
銅賞 はがき作文 高校3年生 稲垣　美緒 東京都 都立　第三商業高等学校
佳作 はがき作文 高校1年生 髙山　公平 石川県 国立　金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校

佳作 はがき作文 高校3年生 安藤　彩里紗 秋田県 県立　能代西高等学校



暑中見舞い賞
受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名

暑中見舞い賞 はがき作文 小学校1年生 国府田　杏渚 茨城県 つくば市立　栗原小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校1年生 倉澤　和季 東京都 私立　暁星小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校1年生 関口　知希 神奈川県 私立　桐光学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校2年生 綾部　崇伸 東京都 私立　国立学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校2年生 上野　瑠真 東京都 私立　暁星小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校2年生 河島　美里 静岡県 浜松市立　蒲小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校3年生 風間　・雄 神奈川県 私立　桐光学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校3年生 井手　花音 兵庫県 私立　愛徳学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校4年生 奥山　咲季 東京都 練馬区立　練馬小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校4年生 山本　陽菜 福岡県 久留米市立　日吉小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校5年生 森田　ひら梨 兵庫県 神戸市立　本山第一小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校5年生 橋本　美咲 岡山県 岡山市立　西小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校6年生 大木　麗史 神奈川県 横浜市立　本町小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校6年生 吉村　佳恵 神奈川県 私立　桐光学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校6年生 川上　琉采 兵庫県 私立　愛徳学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 中学校1年生 木村　咲穂 岡山県 倉敷市立　真備中学校
暑中見舞い賞 はがき作文 中学校2年生 豊田　悠美子 神奈川県 小田原市立　城山中学校
暑中見舞い賞 はがき作文 中学校2年生 奥田　莉世 神奈川県 横浜市立　都田中学校
暑中見舞い賞 はがき作文 高校2年生 川口　ゆい 島根県 私立　立正大学淞南高等学校
暑中見舞い賞 はがき作文 高校3年生 磯山　桃花 埼玉県 県立　八潮高等学校
暑中見舞い賞 はがき作文 高校3年生 安藤　明日香 愛知県 県立　豊田東高等学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
日本郵便賞 絵手紙 幼児 山下　朱莉 奈良県 私立　ハルナ幼稚園

金賞 絵手紙 幼児 田中　力斗 青森県 私立　認定こども園緑と太陽の保育園
金賞 絵手紙 幼児 齋藤　竣 山形県 私立　子供の城保育園
金賞 絵手紙 幼児 濱田　優利花 富山県 私立　ちびっこきらら保育園
銀賞 絵手紙 幼児 柳沢　陽菜 神奈川県 川崎認定保育園　ベビ－チャイルドランド梶ヶ谷園
銀賞 絵手紙 幼児 中尾　夏帆 富山県 私立　国吉光徳保育園
銀賞 絵手紙 幼児 数野　拓史 大阪府 私立　大谷幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 多田　有希 兵庫県 私立　熊内幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 岡﨑　日菜子 香川県 私立　太田西保育園
銅賞 絵手紙 幼児 本間　滉大 青森県 私立　たしろ保育園
銅賞 絵手紙 幼児 渡辺　光 福島県 三春町立　三春町第一保育所
銅賞 絵手紙 幼児 牧原　くるみ 埼玉県 私立　ひばり幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 宮崎　宗万 神奈川県 私立　横浜三輪幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 石井　晄 滋賀県 私立　みつばち保育園
銅賞 絵手紙 幼児 白岩　勇飛 大阪府 私立　生野フランシスコ学園
銅賞 絵手紙 幼児 鳥飼　礼 兵庫県 私立　ハッピーキッズひがし
銅賞 絵手紙 幼児 脇村　琉斗 山口県 私立　西浦保育園
銅賞 絵手紙 幼児 呉　炫抒 福岡県 私立　JMM ENGLISH ACADEMY
銅賞 絵手紙 幼児 龍　公孝 福岡県 私立　敬愛幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 横地　智裕 栃木県 私立　太陽と青空保育園
佳作 絵手紙 幼児 山口　純平 栃木県 私立　太陽と青空保育園
佳作 絵手紙 幼児 堀　絢翔 埼玉県 私立　ひばり幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 野里　怜生 神奈川県 私立　金の星幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 立浪　慎一郎 富山県 私立　国吉光徳保育園
佳作 絵手紙 幼児 長谷　菜夏子 富山県 私立　ひかり幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 中塚　千惺 京都府 私立　西福寺幼児園
佳作 絵手紙 幼児 中井　咲榮 京都府 私立　洛西せいか幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 土屋　七夏美 大阪府 私立　高倉幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 平松　恵佑 大分県 私立　宮田保育園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 中野　翔 山形県 私立　子供の城保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 森　絆華 群馬県 私立　認定こども園明和幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 澤村　悠乃 兵庫県 淡路市立　釜口保育所
審査員特別賞 絵手紙 幼児 槿　綾翔 山口県 私立　石井手保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 福田　宝晴 山口県 私立　源空寺保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 石川　琥太郎 香川県 私立　太田西保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 橋本　梨未 熊本県 熊本市立　中島保育園

文部科学大臣賞 絵手紙 小学校1年生 南　雄登 兵庫県 猪名川町立　白金小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校3年生 住野　李羽 兵庫県 国立　神戸大学附属小学校

金賞 絵手紙 小学校1年生 伊吹　圭裕 茨城県 石岡市立　東小学校
金賞 絵手紙 小学校1年生 永井　杏奈 栃木県 宇都宮市立　城山東小学校
金賞 絵手紙 小学校1年生 渡部　海聖 千葉県 千葉市立　幕張小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 阿部　太一 静岡県 静岡市立　横内小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 塚越　雄太 埼玉県 さいたま市立　大谷場東小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 青山　颯汰 神奈川県 開成町立　開成小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 加藤　梨沙 千葉県 茂原市立　緑ヶ丘小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 大嶽　紗京 福井県 小浜市立　今富小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 鯨岡　琥宇 福島県 広野町立　広野小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 山地　瀬凪 香川県 多度津町立　多度津小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 笹原　陽 福島県 いわき市立　湯本第三小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 岩元　洸樹 茨城県 古河市立　上辺見小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 小松　ちはる 神奈川県 相模原市立　上鶴間小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 森本　宝乃実 兵庫県 高砂市立　荒井小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 町田　慧人 埼玉県 さいたま市立　宮原小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 谷口　哲舵 新潟県 新潟市立　亀田東小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 岩崎　羽琉未 富山県 富山市立　西田地方小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 友田　悠也 広島県 東広島市立　高美が丘小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 浅倉　彩里 岡山県 岡山市立　芳明小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 池内　颯大 徳島県 徳島市立　昭和小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 杉浦　亘希 埼玉県 志木市立　志木第四小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 岩﨑　潤 埼玉県 さいたま市立　大宮小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 野里　弥央 神奈川県 横浜市立　牛久保小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 藤原　凛空 福岡県 福岡市立　愛宕小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 福田　蒼太 栃木県 日光市立　猪倉小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 小松　圭二朗 広島県 東広島市立　三ツ城小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 田中　琉雅 香川県 高松市立　鬼無小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 福田　成優 福岡県 福岡市立　名島小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 松田　恋和 群馬県 前橋市立　元総社小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 三田村　知春 千葉県 船橋市立　田喜野井小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 吉岡　寿哲 石川県 内灘町立　大根布小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 今井　律希 愛知県 豊田市立　梅坪小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 新田　晄 広島県 福山市立　深津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 中原　和奏 熊本県 熊本市立　城西小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 犬田　宏翼 奈良県 奈良市立　青和小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 濵　昭太 長野県 岡谷市立　岡谷田中小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 萩原　凛生 兵庫県 私立　愛徳学園小学校
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受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 絵手紙 小学校5年生 林　倖太朗 埼玉県 さいたま市立　蓮沼小学校

日本郵便賞 絵手紙 小学校5年生 明石　櫂 神奈川県 寒川町立　旭小学校
金賞 絵手紙 小学校4年生 栗原　理季椰 茨城県 桜川市立　雨引小学校
金賞 絵手紙 小学校4年生 田中　輝 千葉県 私立　日出学園小学校
金賞 絵手紙 小学校6年生 鈴木　水結 広島県 東広島市立　高美が丘小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 蓮本　翔也 熊本県 熊本市立　力合小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 嶋田　紗希 新潟県 糸魚川市立　青海小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 竹島　颯汰 富山県 滑川市立　寺家小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 岡野　奏 大阪府 豊中市立　泉丘小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 玉井　真菜穂 和歌山県 和歌山市立　和歌浦小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 稲村　心 福島県 福島市立　蓬莱小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 堀木　寿珠 埼玉県 さいたま市立　西原小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 水村　心菜 埼玉県 川越市立　霞ケ関西小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 伊集院　里葉 福岡県 飯塚市立　飯塚東小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 星　夢佳 茨城県 つくば市立　手代木南小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 大倉　成矢 静岡県 浜松市立　芳川小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 浅井　唯花 静岡県 静岡市立　伝馬町小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 赤堀　萌 広島県 東広島市立　高美が丘小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 小野　文楓 福岡県 鞍手町立　古月小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 小堀　颯太 埼玉県 さいたま市立　太田小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 小野寺　太一 埼玉県 志木市立　志木第四小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 塚田　李音 埼玉県 さいたま市立　栄和小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 齊藤　蘭 富山県 滑川市立　北加積小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 喜多　俐來 福井県 福井市立　清明小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 西辻　葉瑠 兵庫県 神戸市立　垂水小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 植村　友貴 香川県 三木町立　平井小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 井城　陽太 富山県 富山市立　四方小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 杉本　悠真 富山県 富山市立　新庄北小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 井上　知己 広島県 呉市立　宮原小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 赤松　朔 香川県 丸亀市立　郡家小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 中井　輝 富山県 国立　富山大学人間発達科学部附属小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 喜多　環 奈良県 三郷町立　三郷北小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 山﨑　真実 広島県 国立　広島大学附属三原小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 藤木　陸斗 埼玉県 川口市立　元郷小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 佐野　舞穂 長野県 上松町立　上松小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 藤田　楓 茨城県 桜川市立　岩瀬小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 伊藤　大智 富山県 富山市立　大広田小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 名取　一樹 長野県 富士見町立　本郷小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 大西　蒼汰 滋賀県 草津市立　渋川小学校

文部科学大臣賞 絵手紙 中学校2年生 川西　樹生 広島県 広島市立　江波中学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校2年生 檜澤　友里 大阪府 茨木市立　北陵中学校

金賞 絵手紙 中学校2年生 山中　葉奈子 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 和田　美結 埼玉県 三郷市立　北中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 大久保　なつみ 神奈川県 国立　横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 北岡　真里 神奈川県 川崎市立　宮崎中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 南條　輝瑠 長野県 山ノ内町立　山ノ内中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 鈴木　友梨 愛知県 国立　愛知教育大学附属岡崎中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 隅田　健正 京都府 城陽市立　北城陽中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 島田　龍征 埼玉県 上里町立　上里北中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 高木　あかね 愛知県 国立　愛知教育大学附属岡崎中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 小川　茜 山口県 下関市立　安岡中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 高橋　六花 北海道 滝川市立　明苑中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 太田　知江 愛知県 国立　愛知教育大学附属岡崎中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 森本　ゆい 大阪府 吹田市立　第六中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 垣内　美音 千葉県 国立　筑波大学附属聴覚特別支援学校中学部
銅賞 絵手紙 中学校3年生 髙橋　恵理菜 神奈川県 川崎市立　橘中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 下野　慎平 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校中等部
銅賞 絵手紙 中学校3年生 佐々木　優一 愛知県 岡崎市立　東海中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 古川　愛美 広島県 広島市立　安佐中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 腰髙　葵子 埼玉県 さいたま市立　大宮北中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 田邉　昭美 広島県 広島市立　江波中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 鈴木　遥夏 神奈川県 鎌倉市立　玉縄中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 寒川　未来 大阪府 大阪市立　堀江中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 木梨　倫太朗 広島県 尾道市立　向東中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 仲本　航平 沖縄県 那覇市立　神原中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 小関　美翔 山形県 南陽市立　沖郷中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 金子　萌菜美 埼玉県 深谷市立　深谷中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 森　天音 神奈川県 横浜市立　永田中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 玉利　瞭之介 広島県 広島市立　江波中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 会津　春菜 福島県 郡山市立　郡山第一中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 大塚　晴斗 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 冨永　紗花 広島県 広島市立　江波中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 突沖　温 広島県 県立　尾道特別支援学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 松村　彩乃 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 牧原　右京 神奈川県 小田原市立　城山中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 那須　千夏 熊本県 熊本市立　錦ヶ丘中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 後藤　萌音 茨城県 県立　日立第一高等学校附属中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 小泉　愛夏 茨城県 県立　日立第一高等学校附属中学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 絵手紙 高校1年生 井上　彩 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校

日本郵便賞 絵手紙 高校3年生 竹本　ひより 大阪府 府立　港南造形高等学校
金賞 絵手紙 高校2年生 矢野　百郁 大阪府 府立　登美丘高等学校
金賞 絵手紙 高校2年生 玉井　裕 大阪府 府立　登美丘高等学校
金賞 絵手紙 高校3年生 谷口　綾香 大阪府 府立　港南造形高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 吉田　真姫子 東京都 私立　潤徳女子高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 木口　芽衣 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 古田　彩歌 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 北村　海斗 大阪府 府立　港南造形高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 林　咲希 大阪府 府立　港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 栗谷川　舞桜 群馬県 県立　藤岡中央高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 安田　梨菜 埼玉県 私立　西武学園文理高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 檀　実のり 東京都 私立　東亜学園高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 中野　真由 東京都 私立　潤徳女子高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 土屋　大喜 神奈川県 私立　向上高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 馬場　菜月 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 岡村　隼利 大阪府 府立　農芸高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 飯沼　楓花 和歌山県 県立　和歌山北高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 中津　茉林 大阪府 府立　港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 大津　穂乃香 大阪府 府立　港南造形高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 栗本　果奈 群馬県 県立　藤岡中央高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 小畑　優季 和歌山県 県立　和歌山北高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 伊藤　可南子 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 柴田　華帆 愛知県 県立　南陽高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 西村　朋夏 大阪府 府立　登美丘高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 三原　千晶 島根県 私立　立正大学淞南高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 星　亜莉菜 栃木県 私立　矢板中央高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 村上　櫻 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 尾下　千夏 愛知県 県立　豊田東高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 松永　菜奈 大阪府 府立　港南造形高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 辻　洸樹 東京都 私立　東亜学園高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 小林　舞花 大阪府 府立　農芸高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 安井　智香 大阪府 府立　登美丘高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 渡邊　采桜 大阪府 府立　摂津高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 山下　紗世 和歌山県 県立　和歌山北高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 佐野　　匠 静岡県 県立　富士特別支援学校(高等部)
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 髙橋　香名 愛知県 県立　豊田東高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 田村　爽 大阪府 府立　港南造形高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 森崎　ほのか 熊本県 県立　南稜高等学校

暑中見舞い賞
受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名

暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 齋藤　竣 山形県 私立　子供の城保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 堀　絢翔 埼玉県 私立　ひばり幼稚園
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校1年生 阿部　太一 静岡県 静岡市立　横内小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 大嶽　紗京 福井県 小浜市立　今富小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 田中　琉雅 香川県 高松市立　鬼無小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 蓮本　翔也 熊本県 熊本市立　力合小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 植村　友貴 香川県 三木町立　平井小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 嶋田　紗希 新潟県 糸魚川市立　青海小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校2年生 森本　ゆい 大阪府 吹田市立　第六中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 和田　美結 埼玉県 三郷市立　北中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 垣内　美音 千葉県 国立　筑波大学附属聴覚特別支援学校中学部
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 玉井　裕 大阪府 府立　登美丘高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 土屋　大喜 神奈川県 私立　向上高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 竹本　ひより 大阪府 府立　港南造形高等学校


