
■幼児の部
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 高野 芽梨 山形県 私立子供の城保育園
金賞 絵手紙 幼児 多田 湊人 山形県 私立子供の城保育園
金賞 絵手紙 幼児 吉田 愛 福島県 私立岩代幼稚園
金賞 絵手紙 幼児 蜂須賀 理玖 愛知県 私立てらべサニーサイド保育園
銀賞 絵手紙 幼児 横浜 羽乃 青森県 私立認定こども園緑と太陽の保育園
銀賞 絵手紙 幼児 斎藤 史織 東京都 国立東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎
銀賞 絵手紙 幼児 大澤 夏帆 岐阜県 私立子苑第一幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 池谷 龍世 京都府 私立京都きらら学園
銀賞 絵手紙 幼児 吉武 玲雄 福岡県 私立甘木幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 千葉 洵 栃木県 私立認定こども園さくらが丘
銅賞 絵手紙 幼児 野口 颯真 埼玉県 私立下田保育園
銅賞 絵手紙 幼児 北川 湊一 千葉県 私立さかえ幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 森 正乃介 静岡県 私立焼津幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 松原 央侑 愛知県 私立萬泰幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 野口 桃子 兵庫県 私立認定こども園せきれい保育園
銅賞 絵手紙 幼児 吉岡 心音 広島県 私立西条幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 関田 みゆ 福岡県 私立玉川保育園
銅賞 絵手紙 幼児 田中 万智 福岡県 私立玉川保育園
銅賞 絵手紙 幼児 遠山 陽仁 長崎県 私立向陽幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 大久保 和哉 青森県 私立多賀台保育園
佳作 絵手紙 幼児 齋藤 月碧 宮城県 大崎市立なかよし園
佳作 絵手紙 幼児 飯川 廉 山形県 私立保育所ちびっこランド桜田東園
佳作 絵手紙 幼児 徳永 和泉 千葉県 私立習志野台幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 中村 楓 愛知県 私立つばさ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 菅野 想夏 京都府 京田辺市立薪幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 新村 隼仁 京都府 私立西福寺幼児園
佳作 絵手紙 幼児 中川 紅亜 大阪府 私立西陶器こども園
佳作 絵手紙 幼児 松井 大知 和歌山県 私立みちる保育園
佳作 絵手紙 幼児 佐藤 蒼汰 福岡県 私立昭代保育園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 菅野 稜太 山形県 私立子供の城保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 柳沢 恵稟香 神奈川県 私立瀬谷幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 遠藤 歩海 新潟県 私立柏崎さくら保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 田畑 結羽 福井県 私立青い鳥こども園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 河合 響太朗 岐阜県 私立すみれ楽園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 東 莉央 兵庫県 私立幼保連携型認定こども園ひまわりこども園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 西元 蓮 山口県 私立石井手保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 川﨑 さくら 宮崎県 私立穆佐保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 大久保 和哉 青森県 私立多賀台保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 斎藤 史織 東京都 国立東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 野口 桃子 兵庫県 私立認定こども園せきれい保育園

■小学校1～3年生の部
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3年生 山﨑 さくら 東京都 江東区立数矢小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校2年生 木内 拓斗 東京都 板橋区立金沢小学校

金賞 絵手紙 小学校1年生 杉谷 逞 石川県 金沢市立中村町小学校
金賞 絵手紙 小学校3年生 田中 太喜 埼玉県 さいたま市立馬宮東小学校
金賞 絵手紙 小学校3年生 谷廣 初奏 兵庫県 明石市立山手小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 永野 皓之 福島県 郡山市立芳山小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 丸山 紘平 栃木県 宇都宮市立今泉小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 本田 遼太郎 熊本県 熊本市立御幸小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 久保田 修平 静岡県 静岡市立横内小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 今井 こころ 岡山県 倉敷市立中洲小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 佐藤 悠月 埼玉県 川越市立霞ケ関北小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 戸田 大翔 愛知県 名古屋市立牧の原小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 福田 美紅 富山県 富山市立芝園小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 蔦井 波七 石川県 加賀市立錦城東小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 永田 悠希 愛媛県 松前町立松前小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 髙田 楓 福岡県 春日市立春日東小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 小林 和華 富山県 富山市立新庄小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 杉森 伊吹 静岡県 静岡市立井宮小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 鈴木 来海人 大阪府 大阪市立常盤小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 富山 奏 広島県 私立広島三育学院小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 大川 徹太 埼玉県 さいたま市立宮原小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 安井 龍斗 千葉県 私立日出学園小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 池田 梨恋 茨城県 鹿嶋市立高松小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 大即 友音 茨城県 つくば市立手代木南小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 太田 有優 埼玉県 春日部市立武里小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 鈴木 優太郎 静岡県 磐田市立磐田南小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 山本 虎二朗 群馬県 伊勢崎市立北小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 前田 好葉 富山県 富山市立豊田小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 麦谷 琉己斗 富山県 富山市立新庄北小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 綿貫 ひかる 福岡県 春日市立春日小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 鎌塚 悠之介 群馬県 前橋市立月田小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 狐塚 ひらは 富山県 富山市立四方小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 栗田 琉奈 岐阜県 養老町立上多度小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 藤本 悠太 兵庫県 明石市立山手小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 鈴木 幹丈 静岡県 浜松市立大瀬小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 南 雄登 兵庫県 猪名川町立白金小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 井上 建 茨城県 牛久市立中根小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 山口 萌衣 大阪府 大阪市立晴明丘小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 藤本 翼 和歌山県 岩出市立中央小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 芳我 琉衣 愛媛県 大洲市立大洲小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校1年生 戸田 大翔 愛知県 名古屋市立牧の原小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 田中 太喜 埼玉県 さいたま市立馬宮東小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 麦谷 琉己斗 富山県 富山市立新庄北小学校
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■小学校4～6年生の部
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 河上 雫 富山県 富山市立呉羽小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校5年生 山岡 加菜 愛媛県 西条市立吉岡小学校

金賞 絵手紙 小学校4年生 袋谷 泰生 富山県 富山市立新庄北小学校
金賞 絵手紙 小学校5年生 平井 雪穂 富山県 富山市立呉羽小学校
金賞 絵手紙 小学校6年生 三浦 凱斗 青森県 五戸町立倉石小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 一場 花菜 埼玉県 さいたま市立七里小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 小島 駿希 埼玉県 さいたま市立大砂土小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 山﨑 真実 広島県 国立広島大学附属三原小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 緑川 空翔 埼玉県 川越市立高階北小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 石田 遥大 福岡県 苅田町立苅田小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 本田 大翔 愛知県 名古屋市立昭和橋小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 小山 里寧 愛媛県 西条市立大町小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 中富 和佳 長崎県 時津町立鳴鼓小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 三上 ふじ 東京都 多摩市立豊ヶ丘小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 原田 琴羽 静岡県 浜松市立北浜北小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 鮎田 知宙 福岡県 福岡市立照葉小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 松永 侑真 熊本県 熊本市立力合小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 中川 顕一郎 茨城県 古河市立上辺見小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 岡野 奏 大阪府 豊中市立泉丘小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 上籠 海晴 鹿児島県 南さつま市立笠沙小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 三箇 月 富山県 富山市立広田小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 小菅 くるみ 長野県 松本市立旭町小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 長谷川 朝陽 埼玉県 川越市立霞ケ関西小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 伊藤 美咲 千葉県 君津市立北子安小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 鹿生 陽路 富山県 富山市立広田小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 砂原 凌人 広島県 三原市立沼田東小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 権藤 日香 福岡県 私立西南学院小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 杉森 媛羽 埼玉県 さいたま市立芝原小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 清水 郁恵 新潟県 新潟市立新潟小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 髙原 夕城斗 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4年生 横井 七菜穂 香川県 高松市立弦打小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 小﨑 舜太郎 熊本県 熊本市立御幸小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 堀木 寿珠 埼玉県 さいたま市立西原小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 伊藤 千遥 富山県 富山市立萩浦小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 福永 陸 岡山県 岡山市立庄内小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 山田 咲穂 岡山県 岡山市立芳明小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 橋場 由奈 群馬県 高崎市立北部小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 松本 明香里 埼玉県 戸田市立戸田南小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 関根 颯 千葉県 佐倉市立上志津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 前平 華 兵庫県 南あわじ市立西淡志知小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 長谷川 朝陽 埼玉県 川越市立霞ケ関西小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 山岡 加菜 愛媛県 西条市立吉岡小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校6年生 上籠 海晴 鹿児島県 南さつま市立笠沙小学校

■中学生の部
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 中学校3年生 石川 呼恩 東京都 新宿区立四谷中学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校2年生 佐藤 佑香 北海道 滝川市立明苑中学校

金賞 絵手紙 中学校1年生 古川 日向 新潟県 新潟市立新潟柳都中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 佐々木 佑季 埼玉県 深谷市立深谷中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 林 鈴香 京都府 京都市立衣笠中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 古屋 俊太 東京都 世田谷区立上祖師谷中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 坂本 周 埼玉県 深谷市立豊里中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 森田 琳 東京都 世田谷区立上祖師谷中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 對間 瑞紀 山形県 南陽市立沖郷中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 中野 陽和太 埼玉県 越谷市立中央中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 新堀 槙子 茨城県 鉾田市立鉾田北中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 上田 咲来 京都府 京丹波町立瑞穂中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 檀上 恋 東京都 江戸川区立篠崎中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 水関 木ノ芽 東京都 国立東京大学教育学部附属中等教育学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 村上 遼 東京都 国立東京大学教育学部附属中等教育学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 内田 凜 大阪府 豊中市立第十中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 五十嵐 琴美 福島県 郡山市立郡山第一中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 伊藤 祐太 福島県 郡山市立郡山第一中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 岩瀬 未佳 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 原 和花 鹿児島県 奄美市立朝日中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 馬ノ段 咲季 熊本県 熊本市立力合中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 平 あかり 山形県 南陽市立沖郷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 南部 太陽 東京都 世田谷区立上祖師谷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 平井 碧乃 山口県 下関市立安岡中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 齋藤 瑞香 茨城県 私立聖徳大学附属取手聖徳女子中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 石川 葵 東京都 渋谷区立上原中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 松本 和 東京都 中野区立第三中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 座間 幹子 東京都 私立明治大学付属中野八王子中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 仙波 力玖 愛媛県 県立今治東中等教育学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 寺川 凜華 愛媛県 県立今治東中等教育学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 石井 一世 埼玉県 さいたま市立城北中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 鈴 友梨香 大阪府 高槻市立芝谷中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 村上 由聖 埼玉県 深谷市立深谷中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 浅井 理花 神奈川県 鎌倉市立玉縄中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2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 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2年生 藤原 倫 沖縄県 石垣市立大浜中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 髙橋 笑 群馬県 沼田市立利根中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 松山 礼 愛知県 みよし市立三好丘中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 永島 優介 福岡県 福岡市立百道中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 古屋 俊太 東京都 世田谷区立上祖師谷中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 上田 咲来 京都府 京丹波町立瑞穂中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校2年生 佐藤 佑香 北海道 滝川市立明苑中学校



■高校生の部
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2年生 黒澤 優夏 群馬県 県立藤岡中央高等学校
日本郵便賞 絵手紙 高校2年生 峰松 沙矢 大阪府 府立港南造形高等学校

金賞 絵手紙 高校1年生 小野 拓真 静岡県 県立富士特別支援学校（高等部）
金賞 絵手紙 高校2年生 齋藤 歩 栃木県 私立矢板中央高等学校
金賞 絵手紙 高校2年生 石井 陽菜 大阪府 私立向陽台高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 高橋 里加子 栃木県 私立白鷗大学足利高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 大塚 愛美 群馬県 県立藤岡中央高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 大里 ラビア 千葉県 私立千葉聖心高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 吉田 千飛 福井県 県立武生高等学校池田分校
銀賞 絵手紙 高校3年生 濵田 瑞穂 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 松﨑 成也 神奈川県 県立上矢部高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 佐久間 美有 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1年生 脇田 舜生 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 山口 晴加 神奈川県 県立上矢部高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 太田 琉聖 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 寺田 一瑳 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 國府田 啓太 茨城県 県立境特別支援学校（高等部）
銅賞 絵手紙 高校3年生 曽部 珠子 東京都 私立武蔵野高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 小岩井 紅音 長野県 私立松本第一高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 龍野 琴乃 長野県 私立松本第一高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 永宮 亜紗陽 東京都 私立創価高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 渡辺 安梨沙 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 安井 涼華 愛知県 県立南陽高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 林 愛美 大阪府 府立港南造形高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 福島 雅規 奈良県 私立奈良学園高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 鈴木 悠佳 東京都 私立潤徳女子高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 岸 明日花 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 加藤 和音 愛知県 名古屋市立富田高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 糟谷 晴 京都府 私立立命館高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 永田 真理 兵庫県 県立須磨友が丘高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 鈴木 玲亜 千葉県 県立関宿高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 山本 紘樹 奈良県 私立奈良学園高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 原田 青空 広島県 県立尾道東高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 辻 沙羅 東京都 私立潤徳女子高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 松川 美鈴 東京都 私立潤徳女子高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 島倉 さくら 神奈川県 県立上矢部高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 東原 映 神奈川県 私立東海大学付属相模高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 嶋田 桃香 大阪府 府立港南造形高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 坂本 聖哉 和歌山県 県立和歌山北高等学校西校舎
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 今吉 菜月 大分県 私立東九州龍谷高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校1年生 大塚 愛美 群馬県 県立藤岡中央高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校1年生 松﨑 成也 神奈川県 県立上矢部高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 曽部 珠子 東京都 私立武蔵野高等学校


