
■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 田中 小陽 京都府 京都市立京都市鏡山保育所
金賞 絵手紙 幼児 菅原 大翔 埼玉県 私立らそ保育園
金賞 絵手紙 幼児 竹内 華凜 愛知県 岡崎市立宮崎保育園
金賞 絵手紙 幼児 大隅 壮恭 福岡県 太宰府市立南保育所
銀賞 絵手紙 幼児 舟瀬 璃玖 富山県 私立国吉光徳保育園
銀賞 絵手紙 幼児 山下 朱莉 奈良県 私立ハルナ幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 村重 司 山口県 岩国市立ちどり幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 藤田 遥真 香川県 私立太田西保育園
銀賞 絵手紙 幼児 國武 茜里 福岡県 太宰府市立南保育所
銅賞 絵手紙 幼児 日当 琉衣 北海道 洞爺湖町立本町保育所
銅賞 絵手紙 幼児 佐藤 晏理 山形県 私立子供の城保育園
銅賞 絵手紙 幼児 多田 悠里 山形県 私立子供の城保育園
銅賞 絵手紙 幼児 高 周平 栃木県 私立明星館幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 古橋 幸粋 栃木県 私立清滝寺幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 石原 啓臣 群馬県 私立みやさと保育園
銅賞 絵手紙 幼児 新藤 美玲 埼玉県 狭山市立水富幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 前田 光璃 富山県 私立国吉光徳保育園
銅賞 絵手紙 幼児 安原 世梛 京都府 私立洛西せいか幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 合戸 悠真 福岡県 私立犀川のぞみ保育園
佳作 絵手紙 幼児 鈴木 陽奈子 山形県 私立山形南保育園
佳作 絵手紙 幼児 森 理恩 茨城県 私立大宝保育園
佳作 絵手紙 幼児 松本 悠希 埼玉県 私立おうぎの森保育園
佳作 絵手紙 幼児 吉田 來未 埼玉県 私立らそ保育園
佳作 絵手紙 幼児 丸山 礼 東京都 私立ポピンズナーサリースクール三鷹南保育園
佳作 絵手紙 幼児 岡田 琉生 愛知県 半田市立花園保育園
佳作 絵手紙 幼児 浜田 亮太 愛知県 私立認定こども園葵第二幼稚園
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 林 奏多 兵庫県 私立認定こども園せきれい保育園
佳作 絵手紙 幼児 田畑 蒼依子 鹿児島県 私立加世田幼児園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 太田 瑛隆 青森県 私立認定こども園さつき幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 品川 大和 埼玉県 狭山市立入間川幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 須田 颯祐 埼玉県 私立らそ保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 和田 小春 埼玉県 私立おうぎの森保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 池上 青葉 大阪府 私立マーヤ保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 永富 友紀乃 大阪府 私立東粉浜幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 河井 華乃 兵庫県 稲美町立天満南幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 因幡 晴季 福岡県 私立香住ヶ丘保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 石原 啓臣 群馬県 私立みやさと保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 松本 悠希 埼玉県 私立おうぎの森保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 大隅 壮恭 福岡県 太宰府市立南保育所

■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 三田 祥一 千葉県 市川市立鬼高小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校2年生 庄司 桂 埼玉県 川口市立原町小学校

金賞 絵手紙 小学校1年生 榎木 優晟 広島県 廿日市市立平良小学校
金賞 絵手紙 小学校2年生 柴田 太一 秋田県 横手市立横手南小学校
金賞 絵手紙 小学校2年生 會田 光希 埼玉県 さいたま市立善前小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 山本 樹生 富山県 高岡市立能町小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 安武 煌騎 奈良県 王寺町立王寺小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 高橋 莉久斗 群馬県 前橋市立城南小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 梶原 俊佑 兵庫県 たつの市立龍野小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 石井 結衣 埼玉県 志木市立志木第四小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 清司 昴輝 茨城県 小美玉市立野田小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 山口 佳翔 静岡県 浜松市立葵西小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 前田 陽奈子 愛知県 名古屋市立西山小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 楢﨑 紅璃 広島県 府中市立国府小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 薦田 湊美 神奈川県 横浜市立青木小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 喜多 侃太朗 奈良県 三郷町立三郷北小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 谷川 晴生 奈良県 御所市立名柄小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 中川 惇 奈良県 奈良市立三碓小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 大野 廉太朗 香川県 高松市立栗林小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 菅沼 帆希 千葉県 成田市立美郷台小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 新垣 琉夏 沖縄県 豊見城市立とよみ小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 佐々木 陽向 埼玉県 蓮田市立黒浜北小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 水野 奏 東京都 中央区立中央小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 小原 千歳 神奈川県 横須賀市立長浦小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 近藤 要 愛媛県 松山市立道後小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 河瀨 りら 神奈川県 横浜市立青木小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 山﨑 麻南 神奈川県 川崎市立南野川小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 李 顕宇 大阪府 大阪市立五条小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 原 一二三 熊本県 八代市立金剛小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 井田 紬希 埼玉県 草加市立谷塚小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 井垣 響 京都府 木津川市立木津川台小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 畑中 俐人 福島県 会津坂下町立坂下東小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 後藤 陽向 福岡県 福岡市立西新小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 羽野 結人 群馬県 伊勢崎市立茂呂小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 矢野 咲奈 千葉県 市川市立新浜小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 山縣 香奈 東京都 足立区立栗原小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 赤羽 蘭 愛知県 名古屋市立星ヶ丘小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校1年生 清司 昴輝 茨城県 小美玉市立野田小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 會田 光希 埼玉県 さいたま市立善前小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 谷川 晴生 奈良県 御所市立名柄小学校
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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4年生 北村 美咲希 福岡県 中間市立中間東小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校6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4年生 駒野 友希恵 山梨県 北杜市立長坂小学校
金賞 絵手紙 小学校5年生 青木 蒼空 岡山県 岡山市立鹿田小学校
金賞 絵手紙 小学校6年生 赤川 温己 茨城県 下妻市立大宝小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 為定 凌輔 香川県 丸亀市立城西小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 金澤 海斗 宮城県 仙台市立七郷小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 栗原 理季椰 茨城県 桜川市立雨引小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 関 榎恋 千葉県 成田市立神宮寺小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 井上 育 滋賀県 大津市立田上小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 村岡 美海 千葉県 千葉市立生浜小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 広野 杏奈 富山県 富山市立藤ノ木小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 安部 比呂之進 静岡県 長泉町立北小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 松本 風音 宮崎県 宮崎市立田野小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 小檜山 莉子 神奈川県 相模原市立大野台中央小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 明石 一真 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 渡邉 愛心 広島県 東広島市立高美が丘小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 佐々木 茄央 新潟県 長岡市立豊田小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 荒木 円 奈良県 三郷町立三郷北小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 伊藤 大翼 広島県 東広島市立高美が丘小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 合津 遼平 福島県 相馬市立中村第二小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 賀口 雅広 埼玉県 川越市立霞ケ関南小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 村 優之介 愛媛県 西条市立玉津小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 永住 かほ 埼玉県 さいたま市立北浦和小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 溝口 仁瑚 埼玉県 越谷市立大沢北小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 吉田 啓人 千葉県 私立日出学園小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 石原 百桃 静岡県 静岡市立新通小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 櫻井 凜乃 宮城県 美里町立不動堂小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 田端 雄太 愛知県 蒲郡市立竹島小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 梶原 煌希 福岡県 福岡市立名島小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 宇山 由起 福井県 福井市立清明小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 西脇 彩夏 愛知県 名古屋市立上野小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 佐藤 圭悟 埼玉県 越谷市立大沢小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 堀 颯馬 福井県 福井市文殊小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 水村 心菜 埼玉県 川越市立霞ケ関西小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 土屋 詩織 千葉県 千葉市立緑町小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 君嶋 慈恵 大阪府 大阪市立玉川小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 中島 うた 大阪府 大阪市立明治小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 合津 遼平 福島県 相馬市立中村第二小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 広野 杏奈 富山県 富山市立藤ノ木小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 小檜山 莉子 神奈川県 相模原市立大野台中央小学校

■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2年生 田中 望睦 滋賀県 大津市立皇子山中学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校1年生 有安 政士郎 山口県 県立下関総合支援学校

金賞 絵手紙 中学校2年生 石崎 天珠 秋田県 能代市立能代第一中学校
金賞 絵手紙 中学校2年生 新堀 槙子 茨城県 鉾田市立鉾田北中学校
金賞 絵手紙 中学校2年生 篠田 侑璃 東京都 世田谷区立玉川中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 佐々木 洸晴 岩手県 遠野市立遠野中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 小田切 雅治 茨城県 鉾田市立鉾田北中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 水野 来蘭 愛知県 名古屋市立振甫中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 北居 由鈴名 兵庫県 私立神戸海星女子学院中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 相原 歩海 広島県 広島市立翠町中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 嶋屋 涼子 埼玉県 越谷市立北中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 安藤 一作 京都府 京丹波町立和知中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 新開 葵 大阪府 松原市立松原第五中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 冨岡 光莉 東京都 豊島区立千登世橋中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 良知 愛斗 愛知県 豊橋市立高師台中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 佐藤 里菜 広島県 広島市立江波中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 阿部 恭子 岩手県 花巻市立石鳥谷中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 菅原 奈々美 神奈川県 横浜市立盲特別支援学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 北條 鈴香 富山県 高岡市立こまどり支援学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 冨永 紗花 広島県 広島市立江波中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 阿佐見 藍 群馬県 伊勢崎市立赤堀中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 山川 陽大 新潟県 上越市立直江津中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 葛岡 朱璃 埼玉県 和光市立大和中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 清川 颯太 新潟県 新潟市立西特別支援学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 片田 愛星 兵庫県 神戸市立本庄中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 内田 万葉 福岡県 福岡市立百道中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 阿部 典奈 埼玉県 深谷市立深谷中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 宮島 らら 大阪府 大阪市立白鷺中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 田中 優衣 兵庫県 猪名川町立猪名川中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 中川 和奏 徳島県 那賀町立相生中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 大野 陽香 愛知県 名古屋市立津賀田中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 西川 ハルミ 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 相廣 啓太 広島県 私立武田中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 金子 侑里香 北海道 滝川市立明苑中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 鈴木 蒼生 静岡県 浜松市立北浜東部中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 藤岡 卓都 兵庫県 猪名川町立猪名川中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 大湊 健太 新潟県 県立月ヶ岡特別支援学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 田村 萌 大阪府 吹田市立高野台中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 安藤 一作 京都府 京丹波町立和知中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校2年生 小田切 雅治 茨城県 鉾田市立鉾田北中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 冨永 紗花 広島県 広島市立江波中学校



■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3年生 小山 夏嬉 大阪府 府立港南造形高等学校
日本郵便賞 絵手紙 高校3年生 小畑 優季 和歌山県 県立和歌山北高等学校

金賞 絵手紙 高校1年生 石倉 菜 沖縄県 県立久米島高等学校
金賞 絵手紙 高校2年生 栗原 良寧 群馬県 県立藤岡中央高等学校
金賞 絵手紙 高校3年生 齋藤 歩 栃木県 私立矢板中央高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 須加野 優奈 茨城県 私立大成女子高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 岩瀬 未佳 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2年生 野呂 青蘭 大阪府 府立登美丘高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 高木 勇輝 兵庫県 神戸市立須磨翔風高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 佐久本 莉子 沖縄県 県立久米島高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 石川 真也 岩手県 県立盛岡峰南高等支援学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 竹内 夏子 香川県 県立高松工芸高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 加福 雪乃 青森県 県立五所川原高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 鈴木 玲亜 千葉県 県立関宿高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 浅古 茉菜 東京都 私立潤徳女子高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 杉浦 美愛良 愛知県 県立岩津高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 山舘 ことの 千葉県 私立千葉聖心高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 池田 萌乃佳 東京都 私立横浜雙葉高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 吉村 華代 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3年生 原山 朝旭 長野県 県立稲荷山養護学校
佳作 絵手紙 高校1年生 山口 実沙 埼玉県 県立上尾かしの木特別支援学校
佳作 絵手紙 高校1年生 西井 吹華 滋賀県 私立光泉高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 森 孝太郎 大阪府 府立港南造形高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 植田 有紀 香川県 県立高松工芸高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 山田 衣織 千葉県 私立千葉聖心高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 吉岡 世林 東京都 私立潤徳女子高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 安彦 遼太 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 村内 瑠都 大阪府 府立登美丘高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 吉野 あかね 大阪府 府立港南造形高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 仲本 翔 沖縄県 県立久米島高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 伊藤 彩音 秋田県 県立能代西高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 中村 大稀 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1年生 森山 心 鹿児島県 私立鹿児島実業高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 美細津 佳菜 群馬県 県立藤岡中央高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 齋藤 萌々子 東京都 私立潤徳女子高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 村山 凪沙 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3年生 藤田 麗衣 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 野村 美優 和歌山県 県立和歌山北高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校1年生 須加野 優奈 茨城県 私立大成女子高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 高木 勇輝 兵庫県 神戸市立須磨翔風高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 池田 萌乃佳 東京都 私立横浜雙葉高等学校


