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■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  Eブロック最優秀賞 松本 琉希 2年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

文部科学大臣賞 Aブロック最優秀賞 鈴木 佑 2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 小延 蒼其 2年 徳島県 徳島文理小学校

  Bブロック最優秀賞 西牟田 陽音 1年 東京都 品川区立源氏前小学校

  Cブロック最優秀賞 渥美 心都 2年 静岡県 浜松市立内野小学校

  Aブロック優秀賞 大石 漸 1年 福島県 いわき市立中央台東小学校

  Aブロック優秀賞 三友 悠生 1年 福島県 いわき市立中央台東小学校

  Aブロック優秀賞 大森 玲香 1年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

  Aブロック優秀賞 齋藤 匠 2年 福島県 いわき市立中央台東小学校

  Bブロック優秀賞 柴田 美緒 1年 東京都 墨田区立言問小学校

  Bブロック優秀賞 根本 志琉 1年 東京都 品川区立源氏前小学校

  Bブロック優秀賞 堀切 大雅 2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 2年 千葉県 船橋市立田喜野井小学校

  Bブロック優秀賞 堂脇 音ね 2年 東京都 品川区立清水台小学校

  Cブロック優秀賞 西岡 亞佐 1年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

  Cブロック優秀賞 山部 龍世 2年 岐阜県 多治見市立共栄小学校

  Cブロック優秀賞 宇佐美 萌梨 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 田代 美羽 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 大町 涼介 1年 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

  Dブロック優秀賞 崎山 修嗣 1年 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

  Dブロック優秀賞 井上 愛梨 1年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 千田 こころ 1年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 山口 愛純 1年 徳島県 徳島文理小学校

  Eブロック優秀賞 神野 華留貴 1年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

  Eブロック優秀賞 永倉 悠翔 1年 愛媛県 新居浜市立惣開小学校

  Eブロック優秀賞 広瀬 智帆 2年 愛媛県 新居浜市立惣開小学校

  Eブロック優秀賞 岩田 蓮珠 1年 福岡県 宇美町立原田小学校

審査員特別賞 小澤 日葵 2年 埼玉県 川口市立幸町小学校

審査員特別賞 井澤 巧真 2年 東京都 品川区立源氏前小学校

審査員特別賞 中村 心音 1年 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 福家 未来 2年 香川県 高松市立太田小学校
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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  Dブロック最優秀賞 近藤 真帆 4年 徳島県 徳島文理小学校

文部科学大臣賞  Aブロック最優秀賞 森下 岳飛 3年 栃木県 下野市立祇園小学校

日本郵便社長賞  Bブロック最優秀賞 山崎 優月 3年 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

  Cブロック最優秀賞 中村 ひより 4年 静岡県 富士市立富士第一小学校

  Eブロック最優秀賞 加地 華乃 3年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

  Aブロック優秀賞 間嶋 咲希音 3年 秋田県 北秋田市立鷹巣中央小学校

  Aブロック優秀賞 関本 創 3年 福島県 会津美里町立高田小学校

  Aブロック優秀賞 布施 和奏 3年 福島県 いわき市立中央台東小学校

  Aブロック優秀賞 齋藤 ゆな 4年 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

  Bブロック優秀賞 小林 優磨 3年 埼玉県 美里町立大沢小学校

  Bブロック優秀賞 永沼 未央 3年 埼玉県 美里町立大沢小学校

  Bブロック優秀賞 佐々木 誠 4年 埼玉県 さいたま市立大宮東小学校

  Bブロック優秀賞 田中 音羽 4年 東京都 新宿区立西戸山小学校

  Cブロック優秀賞 萩原 大誠 3年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

  Cブロック優秀賞 小寺 永真 3年 愛知県 名古屋市立宮根小学校

  Cブロック優秀賞 堀之内 杏樹 3年 愛知県 名古屋市立宮根小学校

  Cブロック優秀賞 源 草子 4年 神奈川県 葉山町立葉山小学校

  Cブロック優秀賞 宇佐美 優生 4年 愛知県 名古屋市立徳重小学校

  Dブロック優秀賞 髙瀬 幸太郎 3年 兵庫県 高砂市立米田西小学校

  Dブロック優秀賞 伊藤 理桜 3年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 小川 皓 4年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 笠松 瑛太 4年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 田村 英寿 4年 徳島県 徳島文理小学校

  Eブロック優秀賞 近藤 秀斗 3年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

  Eブロック優秀賞 白水 天梨 3年 福岡県 大野城市立大野北小学校

  Eブロック優秀賞 金城 裕悟 3年 沖縄県 那覇市立松島小学校

  Eブロック優秀賞 森 健琉 4年 鹿児島県 瀬戸内町立与路小学校

審査員特別賞 松家 璃奈 4年 青森県 八戸市立白銀南小学校

審査員特別賞 永野 桃羽 3年 埼玉県 美里町立大沢小学校

審査員特別賞 渡部 貴仁 4年 愛媛県 新居浜市立角野小学校



■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  Aブロック最優秀賞 鈴木 里緒 6年 福島県 いわき市立中央台東小学校

文部科学大臣賞  Dブロック最優秀賞 藤本 純怜 5年 徳島県 徳島文理小学校

日本郵便社長賞  Bブロック最優秀賞 蘒原 あかり 6年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

  Cブロック最優秀賞 渡邉 陽太 5年 静岡県 長泉町立南小学校

  Eブロック最優秀賞 内川 直哉 6年 広島県 東広島市立東西条小学校

  Aブロック優秀賞 成田 野々花 5年 栃木県 壬生町立壬生東小学校

  Aブロック優秀賞 野村 優月 6年 北海道 富良野市立東小学校

  Aブロック優秀賞 布施 彩華 6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 6年 福島県 いわき市立中央台東小学校

  Bブロック優秀賞 村岡 柚香 5年 埼玉県 越谷市立大沢北小学校

  Bブロック優秀賞 淡路 菜々子 5年 千葉県 船橋市立小栗原小学校

  Bブロック優秀賞 山田 莉子 6年 埼玉県 さいたま市立泰平小学校

  Bブロック優秀賞 大塚 薫平 6年 千葉県 佐倉市立井野小学校

  Cブロック優秀賞 實石 梨乃 5年 静岡県 静岡市立大里西小学校

  Cブロック優秀賞 渥美 陽斗 5年 静岡県 浜松市立内野小学校

  Cブロック優秀賞 安藤 海里 6年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

  Cブロック優秀賞 笹倉 万里菜 6年 神奈川県 横浜市立下郷小学校

  Cブロック優秀賞 藤井 日向 6年 愛知県 豊田市立豊松小学校

  Dブロック優秀賞 近藤 麻友 5年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 三島 尚希 5年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 見 瞭 5年 徳島県 徳島文理小学校

  Dブロック優秀賞 黒見 勇大 6年 鳥取県 大山町立中山小学校

  Dブロック優秀賞 國見 紗千 6年 徳島県 徳島文理小学校

  Eブロック優秀賞 木佐貫 美貴 5年 熊本県 熊本県立黒石原支援学校(小学部)

  Eブロック優秀賞 松本 海璃 6年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

  Eブロック優秀賞 吉田 瑞月 6年 愛媛県 新居浜市立新居浜小学校

  Eブロック優秀賞 井島 巧 6年 熊本県 熊本県立黒石原支援学校(小学部)

  Eブロック優秀賞 道野 たまき 6年 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校(小学部)

審査員特別賞 花塚 苺 5年 福島県 いわき市立中央台東小学校

審査員特別賞 犬飼 美蘭 6年 神奈川県 川崎市立西生田小学校

審査員特別賞 二神 八尋 5年 愛媛県 松山市立正岡小学校


