
■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 上野　健晴 1年 滋賀県 近江八幡市立安土小学校

文部科学大臣賞　Bブロック最優秀賞 山崎　優月 2年 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

日本郵便社長賞　Aブロック最優秀賞 森下　岳飛 2年 栃木県 下野市立祗園小学校

Cブロック最優秀賞 渡邉　晴伊 1年 静岡県 長泉町立南小学校

Eブロック最優秀賞 松本　琉希 1年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Aブロック優秀賞 喜多山　莉帆 1年 福島県 矢吹町立中畑小学校

Aブロック優秀賞 伊瀨谷　音花 2年 北海道 網走市立潮見小学校

Aブロック優秀賞 布施　和奏 2年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 関本　創 2年 福島県 会津美里町立高田小学校

Bブロック優秀賞 眞峰　琴音 1年 埼玉県 草加市立氷川小学校

Bブロック優秀賞 秦野　瑞希 1年 千葉県 船橋市立田喜野井小学校

Bブロック優秀賞 村田　都和 2年 埼玉県 鴻巣市立小谷小学校

Bブロック優秀賞 田中　翔也 2年 東京都 品川区立清水台小学校

Cブロック優秀賞 山部　龍世 1年 岐阜県 多治見市立共栄小学校

Cブロック優秀賞 渥美　心都 1年 静岡県 浜松市立内野小学校

Cブロック優秀賞 武川　慈英 2年 石川県 金沢市立明成小学校

Cブロック優秀賞 北村　梨紗 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 小延　蒼其 1年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 伊藤　理桜 2年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 山口　心愛 2年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 高橋　遼太 2年 香川県 高松市立木太北部小学校

Eブロック優秀賞 打越　耀哉 1年 福岡県 福岡市立野芥小学校

Eブロック優秀賞 石川　七菜子 2年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 加地　華乃 2年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 金城　裕悟 2年 沖縄県 那覇市立松島小学校

審査員特別賞 伊東　未徠 1年 福島県 伊達市立小手小学校

審査員特別賞 山之内　乃維 2年 神奈川県 神奈川県立相模原中央支援学校

審査員特別賞 土井本　奏空 2年 兵庫県 高砂市立米田西小学校
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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 齋藤　ゆな 3年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

文部科学大臣賞　Dブロック最優秀賞 近藤　麻友 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

日本郵便社長賞　Cブロック最優秀賞 渥美　陽斗 4年 静岡県 浜松市立内野小学校

Bブロック最優秀賞 村岡　柚香 4年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

Eブロック最優秀賞 石川　寛太郎 4年 愛媛県 新居浜市立惣開小学校

Aブロック優秀賞 石川　萌華 3年 北海道 森町立石倉小学校

Aブロック優秀賞 大宮　幹丞 3年 北海道 厚真町立厚真中央小学校

Aブロック優秀賞 箱崎　ゆり 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 水田　結夢 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 矢吹　ひなた 3年 埼玉県 川口市立神根小学校

Bブロック優秀賞 田中　音羽 3年 東京都 新宿区立西戸山小学校

Bブロック優秀賞 小田　結愛 4年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

Bブロック優秀賞 芦田　渉 4年 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Cブロック優秀賞 外山　格 3年 神奈川県 横浜市立緑小学校

Cブロック優秀賞 座間　蒼 3年 神奈川県 鎌倉市立七里ガ浜小学校

Cブロック優秀賞 大長　芽依 4年 静岡県 静岡市立大里西小学校

Cブロック優秀賞 渡邉　陽太 4年 静岡県 長泉町立南小学校

Dブロック優秀賞 菅野　華 3年 京都府 京田辺市立薪小学校

Dブロック優秀賞 近藤　真帆 3年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 大野木　理桜 4年 京都府 京都市立山階南小学校

Dブロック優秀賞 藤本　純怜 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 渋田　紗良 3年 福岡県 福岡市立玉川小学校

Eブロック優秀賞 石橋　友希 3年 福岡県 福岡市立大原小学校

Eブロック優秀賞 平島　颯大 3年 鹿児島県 奄美市立屋仁小学校

Eブロック優秀賞 廣瀬　秀悟 4年 愛媛県 新居浜市立惣開小学校

審査員特別賞 羽形　海渡 3年 東京都 江東区立有明小学校

審査員特別賞 西野　多香美 3年 神奈川県 相模原市立新宿小学校

審査員特別賞 薬師神　夕華 4年 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校



■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　Dブロック最優秀賞 濵口　朱都 6年 広島県 広島県立呉特別支援学校江能分級

文部科学大臣賞　Bブロック最優秀賞 蘒原　あかり 5年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

日本郵便社長賞　Aブロック最優秀賞 布施　彩華 5年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Cブロック最優秀賞 安藤　海里 5年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Eブロック最優秀賞 松下　瀧斗 6年 高知県 土佐清水市立足摺岬小学校

Aブロック優秀賞 七海　理帆 5年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 辨野　空　 5年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 須田　光裕 5年 福島県 いわき市立湯本第一小学校

Aブロック優秀賞 神山　天志 6年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

Bブロック優秀賞 山崎　星華 5年 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

Bブロック優秀賞 齋藤　美々 6年 千葉県 船橋市立法典西小学校

Bブロック優秀賞 西岡　梢太 6年 千葉県 船橋市立法典西小学校

Bブロック優秀賞 西岡　葉太 6年 千葉県 船橋市立法典西小学校

Cブロック優秀賞 荒井　優陽 5年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Cブロック優秀賞 日野田　乃綾 5年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Cブロック優秀賞 河津　亮亘 5年 福井県 越前市国高小学校

Cブロック優秀賞 東海　エマ 6年 神奈川県 厚木市立厚木第二小学校

Dブロック優秀賞 宮平　怜奈 5年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 後藤　勇生 6年 広島県 府中市立栗生小学校

Dブロック優秀賞 沖津　悠奈 6年 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 清家　悠惟 6年 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 齊藤　茜 5年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 松本　海璃 5年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 別府　拓哉 6年 宮崎県 日南市立吾田東小学校

Eブロック優秀賞 荒木　隆之介 6年 鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

審査員特別賞 野坂　優真 5年 福井県 福井県立福井特別支援学校

審査員特別賞 福盛田　侑矢 6年 岩手県 北上市立更木小学校

審査員特別賞 宮内　直人 6年 東京都 大田区立洗足池小学校


