
別紙
第14回全日本年賀状大賞コンクール　版画部門　入賞者一覧 （ 77名 ）

受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 版画 幼児 杉本　茜音 岩手県 私立　おひさま保育園
日本郵便賞 版画 幼児 宇都宮　楓 山口県 私立　西浦幼稚園
NHK学園賞 版画 幼児 三宅　航太郎 大阪府 私立　蓮美幼児学園

奨励賞 版画 幼児 澤田　陸玖 岩手県 私立　おひさま保育園
奨励賞 版画 幼児 梶川　笑咲 富山県 高岡市立　二塚保育園
奨励賞 版画 幼児 南　優果 富山県 富山市立　呉羽幼稚園
奨励賞 版画 幼児 清水　愛美 岐阜県 高山市立　城山保育園
奨励賞 版画 幼児 永田　麻依子 静岡県 私立　しばもと保育園
奨励賞 版画 幼児 吉岡　佑斗 滋賀県 大津市立　青山幼稚園
奨励賞 版画 幼児 大野　真奈 大阪府 私立　蓮美幼児学園
奨励賞 版画 幼児 中堀　乃愛 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
奨励賞 版画 幼児 青野　依央 愛媛県 私立　いずみ幼稚園
奨励賞 版画 幼児 本田　望海 熊本県 私立　文化幼児園

年賀状大賞 版画 小学校1年生 黒崎　友哉 富山県 射水市立　作道小学校
文部科学大臣賞 版画 小学校3年生 菊池　倭仁 島根県 安来市立　比田小学校

NHK学園賞 版画 小学校3年生 池田　朱里 千葉県 私立　国府台女子学院小学部
奨励賞 版画 小学校1年生 光瀬　聡太郎 東京都 杉並区立　新泉和泉小学校
奨励賞 版画 小学校1年生 恩田　壮真 富山県 高岡市立　能町小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 竹内　都己杜 長野県 長野市立　西条小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 中村　大地 島根県 安来市立　比田小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 田村　紬 福岡県 豊前市立　千束小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 川端下　悠仁 熊本県 阿蘇市立　波野小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 三宅　虹輝 熊本県 阿蘇市立　波野小学校
奨励賞 版画 小学校2年生 中野　美菜江 鹿児島県 南九州市立　松原小学校
奨励賞 版画 小学校3年生 秋庭　大成 神奈川県 二宮町立　二宮小学校
奨励賞 版画 小学校3年生 石井　里玖 富山県 射水市立　新湊小学校

年賀状大賞 版画 小学校5年生 水溜　結子 秋田県 横手市立　横手南小学校
文部科学大臣賞 版画 小学校4年生 堀立　彩菜 三重県 桑名市立　深谷小学校

NHK学園賞 版画 小学校6年生 水落　拓仁 新潟県 魚沼市立　堀之内小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 野月　悠凪 青森県 十和田市立　四和小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 藤森　龍世 宮城県 富谷市立　あけの平小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 後藤　優美奈 福島県 会津若松市立　一箕小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 仲田　ひかり 千葉県 千葉市立　更科小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 板垣　未遠 東京都 足立区立　弥生小学校
奨励賞 版画 小学校4年生 成田　航志郎 東京都 八王子市立　鑓水小学校
奨励賞 版画 小学校5年生 志小田　稟太郎 宮城県 仙台市立　市名坂小学校
奨励賞 版画 小学校6年生 佐々木　未来 秋田県 横手市立　山内小学校
奨励賞 版画 小学校6年生 吉田　怜央 福島県 会津若松市立　城西小学校
奨励賞 版画 小学校6年生 谷川　葵海 富山県 魚津市立　上中島小学校

年賀状大賞 版画 中学校2年生 水野　百香 愛知県 大府市立　大府北中学校
文部科学大臣賞 版画 中学校1年生 福原　和子 北海道 当麻町立　当麻中学校

NHK学園賞 版画 中学校1年生 遠藤　麻緒 静岡県 県立　富士特別支援学校　(中学部)
奨励賞 版画 中学校1年生 加藤　聖悠 北海道 札幌市立　豊成養護学校　(中学部)
奨励賞 版画 中学校1年生 大戸　岬 東京都 私立　巣鴨中学校
奨励賞 版画 中学校1年生 谷岡　拓馬 和歌山県 紀の川市立　貴志川中学校
奨励賞 版画 中学校2年生 佐野　慧 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
奨励賞 版画 中学校2年生 神戸　香音 岐阜県 羽島市立　中央中学校
奨励賞 版画 中学校2年生 松永　みう 岐阜県 岐阜市立　岐阜中央中学校
奨励賞 版画 中学校2年生 渡辺　ありさ 岐阜県 本巣市立　真正中学校
奨励賞 版画 中学校2年生 伊藤　克斗 静岡県 県立　浜松視覚特別支援学校中学部
奨励賞 版画 中学校2年生 川路　航平 宮崎県 都城市立　西中学校
奨励賞 版画 中学校3年生 丹治　真衣花 滋賀県 長浜市立　西浅井中学校

年賀状大賞 版画 高校3年生 藤井　樹理 秋田県 県立　大曲支援学校　（高等部）
文部科学大臣賞 版画 高校1年生 橋本　采和 広島県 県立　福山誠之館高等学校

NHK学園賞 版画 高校2年生 小林　ゆり 新潟県 県立　豊栄高等学校
奨励賞 版画 高校1年生 湯淺　翠 新潟県 県立　新潟向陽高等学校
奨励賞 版画 高校1年生 椎平　如月 兵庫県 神戸市立　須磨翔風高等学校
奨励賞 版画 高校1年生 周　慕真 広島県 県立　福山誠之館高等学校
奨励賞 版画 高校2年生 西尾　実華 東京都 私立　早稲田大学系属早稲田実業学校
奨励賞 版画 高校2年生 持丸　葉菜 神奈川県 県立　秦野曽屋高等学校
奨励賞 版画 高校2年生 籔田　咲穂 神奈川県 県立　秦野曽屋高等学校
奨励賞 版画 高校2年生 髙嶋　拳矢 愛知県 県立　豊川特別支援学校
奨励賞 版画 高校3年生 菅　龍也 秋田県 県立　大曲支援学校　（高等部）
奨励賞 版画 高校3年生 前田　綾香 富山県 県立　小杉高等学校
奨励賞 版画 高校3年生 平松　真帆 大阪府 府立　泉北高等支援学校

年賀状大賞 版画 一般 石崎　弘 神奈川県 －
日本郵便賞 版画 一般 小見山　昌子 岡山県 －
NHK学園賞 版画 一般 小野﨑　悦子 神奈川県 －

奨励賞 版画 一般 熊倉　克夫 栃木県 －
奨励賞 版画 一般 三浦　美保 千葉県 －
奨励賞 版画 一般 山上　咲 東京都 －
奨励賞 版画 一般 鈴木　晃 新潟県 －
奨励賞 版画 一般 西洞　正次 愛知県 －
奨励賞 版画 一般 萩野　清治 愛知県 －
奨励賞 版画 一般 西村　妙子 三重県 －
奨励賞 版画 一般 岡本　眞 京都府 －
奨励賞 版画 一般 馬川　亜弓 兵庫県 －



第14回全日本年賀状大賞コンクール　絵手紙部門　入賞者一覧 （ 189名 ）

受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 絵手紙 幼児 伯谷　菜摘 熊本県 私立　荒尾四ッ山幼稚園
日本郵便賞 絵手紙 幼児 木下　古都 神奈川県 私立　大和山王幼稚園
NHK学園賞 絵手紙 幼児 髙杉　真希 岡山県 岡山市立　財田保育園

奨励賞 絵手紙 幼児 大嶋　芙佳 宮城県 私立　明泉高森幼稚園
奨励賞 絵手紙 幼児 目黒　颯 福島県 私立　めぐみ幼稚園
奨励賞 絵手紙 幼児 木本　優翔 茨城県 私立　はーとぴあ保育園石岡
奨励賞 絵手紙 幼児 山﨑　匠真 千葉県 私立　おおたかの森ナーサリースクール
奨励賞 絵手紙 幼児 劉　睿瞳 愛知県 私立　愛英西山幼稚園
奨励賞 絵手紙 幼児 安田　望乃 大阪府 私立　松原ひかり幼稚園
奨励賞 絵手紙 幼児 田鍋　仁麦 広島県 三次市立　三良坂保育所
奨励賞 絵手紙 幼児 河﨑　みいな 広島県 私立　つなぎ保育園
奨励賞 絵手紙 幼児 福田　結月 山口県 私立　西浦幼稚園
奨励賞 絵手紙 幼児 西平　銀兎 沖縄県 私立　いとし子保育園
佳作 絵手紙 幼児 二宮　奏 埼玉県 私立　ひばり幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 中島　心春 神奈川県 私立　モミヤマ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 佐藤　太陽 静岡県 浜松市立　伊目幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 鈴本　煌竜 静岡県 私立　焼津豊田幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 難波　由翔 大阪府 私立　深井こども園
佳作 絵手紙 幼児 杉野　大地 兵庫県 私立　幼保連携型認定こども園同朋住吉台こども園
佳作 絵手紙 幼児 中島　駈 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 荊原　由希太 福岡県 私立　博多南幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 飯星　和香 熊本県 私立　双葉保育園
佳作 絵手紙 幼児 外間　修磨 沖縄県 宮古島市立　伊良部幼稚園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 川口　結利香 青森県 私立　みなみ保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 尾形　隼世 宮城県 私立　明泉高森幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 白﨑　大琥 宮城県 私立　双葉学園ふたばエンゼル幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 倉橋　悠太 神奈川県 私立　天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 小田　あす花 富山県 私立　認定こども園かたかご幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 大橋　雅弘 三重県 私立　村松保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 青村　星那 山口県 私立　深川幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 中川　ことは 愛媛県 －
審査員特別賞 絵手紙 幼児 下木　啓人 鹿児島県 私立　通山保育園
年賀状大賞 絵手紙 小学校3年生 小野　琥太郎 福岡県 宇美町立　宇美小学校

文部科学大臣賞 絵手紙 小学校2年生 岡元　理翁 鹿児島県 指宿市立　山川小学校
NHK学園賞 絵手紙 小学校1年生 遠藤　優斗 埼玉県 蓮田市立　平野小学校

奨励賞 絵手紙 小学校1年生 吉薗　雄介 宮崎県 小林市立　南小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 木村　直太朗 神奈川県 横浜市立　汲沢小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 緒方　千穂 愛知県 豊田市立　前山小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 山田　健太 滋賀県 豊郷町立　日栄小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 野田　知希 大阪府 八尾市立　南山本小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 川島　仁之介 岡山県 私立　ノートルダム清心女子大学附属小学校
奨励賞 絵手紙 小学校2年生 岩川　芽莉衣 鹿児島県 鹿児島市立　福平小学校
奨励賞 絵手紙 小学校3年生 佐藤　あおい 東京都 世田谷区立　八幡小学校
奨励賞 絵手紙 小学校3年生 森川　奈南 京都府 福知山市立　美河小学校
奨励賞 絵手紙 小学校3年生 宮下　成道 奈良県 生駒市立　桜ヶ丘小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 谷　和佳奈 茨城県 水戸市立　浜田小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 長谷川　聖 京都府 私立　光華小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 岡本　賢治 大阪府 八尾市立　亀井小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 安田　悠真 福岡県 私立　敬愛小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 阿部　紅春 宮城県 登米市立　豊里小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 鈴木　さくら 福島県 塙町立　笹原小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 赤羽　鳳 愛知県 名古屋市立　星ヶ丘小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 兼定　郁弥 埼玉県 鴻巣市立　鴻巣中央小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 品田　太志 神奈川県 横浜市立　荏子田小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 中　日菜向 広島県 庄原市立　山内小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 本田　美玲 富山県 富山市立　呉羽小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 藤本　悠大 徳島県 三好市立　馬路小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 松尾　龍弥 滋賀県 高島市立　新旭北小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 西川　掌 大阪府 八尾市立　南山本小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 淺井　蓮 鹿児島県 鹿児島市立　吉野小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 長谷川　花音 愛知県 名古屋市立　西山小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 河田　純季 京都府 福知山市立　美河小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 松永　万梨音 鹿児島県 阿久根市立　阿久根小学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 絵手紙 小学校5年生 新田　晟 広島県 福山市立　深津小学校

文部科学大臣賞 絵手紙 小学校4年生 三浦　夏葵 茨城県 笠間市立　北川根小学校
NHK学園賞 絵手紙 小学校6年生 前村　莉里花 東京都 豊島区立　高南小学校

奨励賞 絵手紙 小学校4年生 永島　拓毅 栃木県 茂木町立　茂木小学校
奨励賞 絵手紙 小学校4年生 原田　夏実 愛知県 名古屋市立　西山小学校
奨励賞 絵手紙 小学校4年生 梶原　心優 鹿児島県 南さつま市立　笠沙小学校
奨励賞 絵手紙 小学校4年生 若松　愛子 鹿児島県 南さつま市立　笠沙小学校
奨励賞 絵手紙 小学校5年生 筒井　渚 新潟県 新潟市立　坂井東小学校
奨励賞 絵手紙 小学校5年生 小林　想來 三重県 松阪市立　松江小学校
奨励賞 絵手紙 小学校5年生 青木　結衣子 福岡県 福岡市立　長丘小学校
奨励賞 絵手紙 小学校5年生 岩本　菜月 福岡県 福岡市立　堤丘小学校
奨励賞 絵手紙 小学校6年生 髙林　璃奈 長野県 岡谷市立　岡谷田中小学校
奨励賞 絵手紙 小学校6年生 山田　遥陽 愛知県 西尾市立　白浜小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 元木　愛美琉 兵庫県 神戸市立　多聞東小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 石倉　康多 青森県 むつ市立　川内小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 石川　采佳 埼玉県 蓮田市立　黒浜小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 金盛　夏実 富山県 富山市立　水橋中部小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 尾﨑　すみれ 京都府 八幡市立　橋本小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 大山　周太郎 福島県 須賀川市立　第二小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 近藤　佑大 新潟県 妙高市立　妙高高原北小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 髙﨑　頼斗 愛知県 豊田市立　前山小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 博田　開 広島県 尾道市立　日比崎小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 桑畑　桜子 鹿児島県 鹿児島市立　山下小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 山中　遥人 奈良県 御所市立　秋津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 落合　禪 福岡県 福岡市立　和白小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 森田　聖人 鹿児島県 和泊町立　和泊小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 新谷　拓巳 三重県 松阪市立　松江小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 安嶋　朔良 茨城県 常陸太田市立　太田小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 太田　侑之介 千葉県 船橋市立　飯山満小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 杉村　颯介 東京都 日野市立　日野第六小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 南　咲妃 奈良県 斑鳩町立　斑鳩東小学校
年賀状大賞 絵手紙 中学校2年生 竹内　夏子 香川県 高松市立　高松第一中学校

文部科学大臣賞 絵手紙 中学校2年生 有賀　千夏 静岡県 浜松市立　可美中学校
NHK学園賞 絵手紙 中学校2年生 関本　麻衣 福井県 越前市立　万葉中学校

奨励賞 絵手紙 中学校1年生 宇森　詩音 大阪府 吹田市立　第六中学校
奨励賞 絵手紙 中学校1年生 宮崎　明日香 福岡県 小郡市立　大原中学校
奨励賞 絵手紙 中学校2年生 矢作　百花 福島県 白河市立　白河第二中学校
奨励賞 絵手紙 中学校2年生 下山　小百合 群馬県 富岡市立　東中学校
奨励賞 絵手紙 中学校2年生 杉浦　瑛 東京都 東久留米市立　西中学校
奨励賞 絵手紙 中学校2年生 堂山　匠磨 滋賀県 彦根市立　鳥居本中学校
奨励賞 絵手紙 中学校2年生 村上　詩風 福岡県 春日市立　春日北中学校
奨励賞 絵手紙 中学校3年生 山内　美空 北海道 壮瞥町立　壮瞥中学校
奨励賞 絵手紙 中学校3年生 原田　青空 広島県 尾道市立　日比崎中学校
奨励賞 絵手紙 中学校3年生 平野　智与 広島県 府中市立　上下中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 橋本　愛果 東京都 都立　両国高等学校附属中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 吉良　明音 和歌山県 和歌山市立　貴志中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 久保山　彩琴 福岡県 県立　育徳館中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 本田　優 長崎県 雲仙市立　愛野中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 井崎　英乃 宮城県 県立　宮城県仙台二華中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 小山　七瀬 福島県 いわき市立　勿来第一中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 佐々木　梨玖 埼玉県 所沢市立　富岡中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 山下　綾子 静岡県 浜松市立　入野中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 羽生　なつき 鹿児島県 鹿児島市立　清水中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 神部　琴音 北海道 江別市立　江別第二中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 内田　瑞葉 東京都 町田市立　金井中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 齋藤　明音 大阪府 枚方市立　東香里中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 出口　舞音 福岡県 県立　育徳館中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 大山　愛華 青森県 むつ市立　川内中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 小池　翔貴 東京都 国立　東京学芸大学附属小金井中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 近藤　優里菜 東京都 私立　明治大学付属中野八王子中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 山本　祐叶 兵庫県 姫路市立　東光中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 福山　茉奈 愛媛県 県立　新居浜特別支援学校　(中学部)
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 政岡　謙伸 福島県 郡山市立　郡山第二中学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 絵手紙 高校3年生 上米良　朱音 宮崎県 私立　宮崎日本大学高等学校

文部科学大臣賞 絵手紙 高校2年生 本戸　優佳 神奈川県 県立　弥栄高等学校
NHK学園賞 絵手紙 高校1年生 門井　奎斗 神奈川県 私立　星槎高等学校

奨励賞 絵手紙 高校1年生 小室　奏絵 岩手県 県立　久慈高等学校
奨励賞 絵手紙 高校1年生 吉田　那奈 兵庫県 県立　姫路工業高等学校
奨励賞 絵手紙 高校1年生 藤本　恭子 山口県 私立　サビエル高等学校
奨励賞 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
奨励賞 絵手紙 高校2年生 西田　凪沙 兵庫県 県立　三田祥雲館高等学校
奨励賞 絵手紙 高校2年生 木地　葵文 鳥取県 私立　米子松蔭高等学校
奨励賞 絵手紙 高校2年生 永松　丈虎 岡山県 私立　吉備高原学園高等学校
奨励賞 絵手紙 高校2年生 上津原　七彩 福岡県 県立　太宰府高等学校
奨励賞 絵手紙 高校3年生 岸田　珠里 宮崎県 私立　宮崎日本大学高等学校
奨励賞 絵手紙 高校3年生 櫻　翔真 宮崎県 私立　宮崎日本大学高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 村山　凪沙 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1年生 臼井　春花 兵庫県 県立　姫路工業高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 小園　綾子 鹿児島県 私立　れいめい高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 山田　桃子 北海道 岩見沢市立　岩見沢緑陵高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 田邉　泉 福井県 私立　敦賀気比高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 佐竹　珠希 佐賀県 県立　佐賀西高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 橋満　海 宮崎県 県立　佐土原高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 蒲原　理沙 千葉県 県立　佐倉東高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 田邊　愛也奈 兵庫県 県立　社高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 山田　康史 宮崎県 私立　宮崎日本大学高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 林　祐未 福井県 私立　敦賀気比高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 山下　楓加 愛知県 県立　愛知商業高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 望月　麗菜 徳島県 県立　つるぎ高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 福田　華織 佐賀県 県立　佐賀西高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 道井　愛由 富山県 県立　富山北部高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 伊東　佑花 宮崎県 県立　佐土原高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 中村　さやか 千葉県 県立　松戸国際高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 星加　成美 宮崎県 私立　宮崎日本大学高等学校
年賀状大賞 絵手紙 一般 山﨑　あゆみ 埼玉県 －
日本郵便賞 絵手紙 一般 新庄　すが江 神奈川県 －
NHK学園賞 絵手紙 一般 堀　記子 愛知県 －

奨励賞 絵手紙 一般 佐藤　洋子 福島県 －
奨励賞 絵手紙 一般 伊藤　泉美 埼玉県 －
奨励賞 絵手紙 一般 近藤　満喜子 東京都 －
奨励賞 絵手紙 一般 吉成　武子 神奈川県 －
奨励賞 絵手紙 一般 望月　朋美 静岡県 －
奨励賞 絵手紙 一般 泉　瑠衣 和歌山県 －
奨励賞 絵手紙 一般 瀬尾　千富 広島県 －
奨励賞 絵手紙 一般 加藤　法子 山口県 －
奨励賞 絵手紙 一般 清重　郁子 徳島県 －
奨励賞 絵手紙 一般 山川　壽子 福岡県 －
佳作 絵手紙 一般 中丸　博子 福島県 －
佳作 絵手紙 一般 山﨑　光紗 茨城県 －
佳作 絵手紙 一般 松岡　勇次 千葉県 －
佳作 絵手紙 一般 宇貝　千代子 東京都 －
佳作 絵手紙 一般 阿川　曼太郎 神奈川県 －
佳作 絵手紙 一般 丹下　香織 神奈川県 －
佳作 絵手紙 一般 宮地　政弘 奈良県 －
佳作 絵手紙 一般 澄川　吉子 島根県 －
佳作 絵手紙 一般 佐伯　幸子 山口県 －
佳作 絵手紙 一般 松本　宮子 福岡県 －

審査員特別賞 絵手紙 一般 今泉　杏太郎 青森県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 山﨑　吉子 岩手県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 吉野　治美 千葉県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 星　静江 神奈川県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 牧野　晴行 静岡県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 矢野　とし子 愛知県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 市川　秀子 滋賀県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 安藤　純子 和歌山県 －
審査員特別賞 絵手紙 一般 佐伯　和子 愛媛県 －



第14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 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
年賀状大賞 ことば 幼児 小國　心楠 青森県 私立　多賀台保育園
日本郵便賞 ことば 幼児 中村　環那 神奈川県 私立　すみれが丘幼稚園
NHK学園賞 ことば 幼児 神谷　輝一 奈良県 私立　ハルナ幼稚園

奨励賞 ことば 幼児 星澤　柳介 北海道 私立　認定こども園国の華幼稚園
奨励賞 ことば 幼児 似鳥　咲奈 青森県 私立　多賀台保育園
奨励賞 ことば 幼児 寺田　陽花 岩手県 私立　スコーレ幼稚園
奨励賞 ことば 幼児 遠藤　有紗 山形県 私立　保育所ちびっこランド桜田東園
奨励賞 ことば 幼児 石原　舞 福島県 私立　めぐみ幼稚園
奨励賞 ことば 幼児 滝沢　隆太 福島県 私立　めぐみ幼稚園
奨励賞 ことば 幼児 木村　健翔 愛知県 私立　葵保育園
奨励賞 ことば 幼児 上田　亜樹 兵庫県 私立　おかもと虹保育園
奨励賞 ことば 幼児 大谷　健悟 奈良県 私立　信貴幼稚園
奨励賞 ことば 幼児 占部　幸真 広島県 私立　はごろも保育園

年賀状大賞 ことば 小学校2年生 鳥居　幹太 奈良県 香芝市立　真美ヶ丘東小学校
文部科学大臣賞 ことば 小学校2年生 奥山　詩歩 東京都 練馬区立　練馬小学校

NHK学園賞 ことば 小学校3年生 溝口　貴子 鹿児島県 出水市立　西出水小学校
奨励賞 ことば 小学校1年生 谷平　結菜 東京都 小平市立　小平第十二小学校
奨励賞 ことば 小学校1年生 西村　春香 石川県 国立　金沢大学附属小学校
奨励賞 ことば 小学校1年生 坂口　純平 福岡県 行橋市立　行橋北小学校
奨励賞 ことば 小学校2年生 大藏　聡知 大阪府 八尾市立　南山本小学校
奨励賞 ことば 小学校2年生 原　楓弥 鹿児島県 姶良市立　重富小学校
奨励賞 ことば 小学校2年生 下田　愛花 ドイツ フランクフルト補修授業校
奨励賞 ことば 小学校2年生 シャフィア　花 ドイツ フランクフルト補修授業校
奨励賞 ことば 小学校3年生 草間　羽奈 東京都 品川区立　城南小学校
奨励賞 ことば 小学校3年生 大谷　彩夏 奈良県 三郷町立　三郷北小学校
奨励賞 ことば 小学校3年生 寺原　由惟 鹿児島県 鹿児島市立　福平小学校

年賀状大賞 ことば 小学校6年生 山寺　香帆 長野県 上田市立　東塩田小学校
文部科学大臣賞 ことば 小学校4年生 奥山　咲季 東京都 練馬区立　練馬小学校

NHK学園賞 ことば 小学校5年生 出口　航太 鹿児島県 奄美市立　屋仁小学校
奨励賞 ことば 小学校4年生 大久保　唯 東京都 世田谷区立　山野小学校
奨励賞 ことば 小学校5年生 笠原　和花 新潟県 上越市立　針小学校
奨励賞 ことば 小学校5年生 倉原　杏 兵庫県 姫路市立　津田小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 菊地　愛理 北海道 伊達市立　伊達小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 後藤　彩花 北海道 伊達市立　伊達小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 神永　千尋 福島県 塙町立　笹原小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 髙木　碧 新潟県 新潟市立　坂井東小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 仕切　優那泉 富山県 射水市立　中太閤山小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 伊藤　向日葵 静岡県 浜松市立　西都台小学校
奨励賞 ことば 小学校6年生 小林　大空 兵庫県 篠山市立　城南小学校

年賀状大賞 ことば 中学校3年生 久野　凌雅 東京都 三鷹市立　第一中学校
文部科学大臣賞 ことば 中学校1年生 竹居　勇登 東京都 都立　両国高等学校附属中学校

NHK学園賞 ことば 中学校2年生 井上　彩香 高知県 いの町立　伊野南中学校
奨励賞 ことば 中学校1年生 杉山　華可 東京都 町田市立　金井中学校
奨励賞 ことば 中学校1年生 平山　果歩 愛知県 名古屋市立　山田東中学校
奨励賞 ことば 中学校1年生 廣部　健生 京都府 国立　京都教育大学附属桃山中学校
奨励賞 ことば 中学校1年生 弘松　詩 福岡県 糸島市立　前原東中学校
奨励賞 ことば 中学校2年生 田鎖　はるか 岩手県 岩泉町立　岩泉中学校
奨励賞 ことば 中学校2年生 川村　菜月 埼玉県 三郷市立　早稲田中学校
奨励賞 ことば 中学校2年生 黒野　まな 東京都 都立　両国高等学校附属中学校
奨励賞 ことば 中学校2年生 梅原　宗祐 神奈川県 平塚市立　旭陵中学校
奨励賞 ことば 中学校2年生 植田　沙希 京都府 国立　京都教育大学附属桃山中学校
奨励賞 ことば 中学校3年生 髙橋　紫音 岐阜県 私立　西濃学園中学校

年賀状大賞 ことば 高校3年生 森下　三冴希 愛知県 県立　知多翔洋高等学校
文部科学大臣賞 ことば 高校3年生 鳥越　愛理 福岡県 久留米市外三市町高等学校組合立　三井中央高等学校

NHK学園賞 ことば 高校1年生 阪本　成穂 大阪府 国立　大阪教育大学附属高等学校池田校舎
奨励賞 ことば 高校1年生 水越　美裕 茨城県 県立　下館第二高等学校
奨励賞 ことば 高校1年生 石川　愛花 山梨県 県立　甲府西高等学校
奨励賞 ことば 高校1年生 神野　友紀 山梨県 県立　甲府西高等学校
奨励賞 ことば 高校1年生 末永　和加 長崎県 私立　青雲高等学校
奨励賞 ことば 高校2年生 東　文香 福岡県 県立　春日高等学校
奨励賞 ことば 高校2年生 重永　紗希 熊本県 私立　尚絅中学高等学校
奨励賞 ことば 高校3年生 増山　将平 茨城県 県立　下館第二高等学校
奨励賞 ことば 高校3年生 高坂　晃平 埼玉県 県立　吉川美南高等学校
奨励賞 ことば 高校3年生 古川　友章 愛知県 県立　知多翔洋高等学校
奨励賞 ことば 高校3年生 末次　玲菜 福岡県 久留米市外三市町高等学校組合立　三井中央高等学校

年賀状大賞 ことば 一般 米倉　澄子 兵庫県 －
日本郵便賞 ことば 一般 三瓶　千代 埼玉県 －
NHK学園賞 ことば 一般 堀内　国香 北海道 －

奨励賞 ことば 一般 舟橋　優香 茨城県 －
奨励賞 ことば 一般 浅石　美加 埼玉県 －
奨励賞 ことば 一般 池田　紋菜 埼玉県 －
奨励賞 ことば 一般 髙田　順子 千葉県 －
奨励賞 ことば 一般 吉成　武子 神奈川県 －
奨励賞 ことば 一般 角山　尚子 新潟県 －
奨励賞 ことば 一般 長島　勝治 静岡県 －
奨励賞 ことば 一般 西川　ひとみ 鳥取県 －
奨励賞 ことば 一般 板東　恭子 岡山県 －
奨励賞 ことば 一般 明石　真依 徳島県 －


