
■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  Aブロック最優秀賞 鈴木　太陽 2 福島県 いわき市立中央台東小学校

文部科学大臣賞  Eブロック最優秀賞 岡本　篤典 2 徳島県 徳島文理小学校

東京2020賞  Dブロック最優秀賞 大坪　泰仁 2 大阪府 国立大阪教育大学附属池田小学校

日本郵便社長賞  Bブロック最優秀賞 山田　琳太郎 2 埼玉県 草加市立花栗南小学校

  Cブロック最優秀賞 丹藤　栄莉 1 静岡県 函南町立函南小学校

  Fブロック最優秀賞 山内　優空 2 鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

Aブロック優秀賞 木村　莉理 1 北海道 函館市立桔梗小学校

Aブロック優秀賞 髙橋　來士 1 長野県 長野市立裾花小学校

Aブロック優秀賞 春日　遥翔 1 長野県 長野市立裾花小学校

Aブロック優秀賞 佐川　遥音 2 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 秦野　才華 2 千葉県 船橋市立田喜野井小学校

Bブロック優秀賞 北澤　咲良 1 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 菊地　真愛 1 東京都 練馬区立上石神井北小学校

Bブロック優秀賞 小林　海斗 2 埼玉県 さいたま市立大宮東小学校

Bブロック優秀賞 平田　和奏 2 埼玉県 蓮田市立蓮田南小学校

Bブロック優秀賞 桒原　由愛 2 東京都 東京学芸大学附属大泉小学校

Cブロック優秀賞 根本　夏帆 1 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Cブロック優秀賞 松尾　壱仁 1 静岡県 函南町立函南小学校

Cブロック優秀賞 松浦　鼓太朗 2 静岡県 伊豆の国市立長岡南小学校

Cブロック優秀賞 小野　渚紗 2 静岡県 伊豆の国市立長岡南小学校

Dブロック優秀賞 宮﨑　宗獅郎 1 大阪府 羽曳野市立高鷲小学校

Dブロック優秀賞 西村　まさみ 1 兵庫県 私立百合学院小学校

Dブロック優秀賞 松田　梨愛 2 岐阜県 本巣市立真桑小学校

Dブロック優秀賞 大澤　尊 2 大阪府 国立大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 和田　彩愛 2 大阪府 国立大阪教育大学附属池田小学校

Eブロック優秀賞 松本　えみな 1 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 戎井　孝希 1 高知県 土佐清水市立足摺岬小学校

Eブロック優秀賞 南方　良太 2 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Eブロック優秀賞 藤本　渚沙 2 徳島県 国立鳴門教育大学附属小学校

Eブロック優秀賞 宇山　侑里 2 徳島県 徳島市加茂名南小学校

Fブロック優秀賞 佐藤　成 1 熊本県 熊本市立西原小学校

Fブロック優秀賞 新道　翼 1 熊本県 熊本市立西原小学校

Fブロック優秀賞 吉永　富美 2 福岡県 福岡市立野芥小学校

Fブロック優秀賞 遠田　美花 2 佐賀県 佐賀市立開成小学校

審査員特別賞 卯野　竜興 1 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 大石　伊織 1 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 小野　百花 2 北海道 富良野市立鳥沼小学校

審査員特別賞 伊波　蓮 2 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 中村　拓夢 2 徳島県 徳島文理小学校
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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  Eブロック最優秀賞 小延　蒼其 4 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 大石　漸 3 福島県 いわき市立中央台東小学校

東京2020賞  Fブロック最優秀賞 下原　勇羽 4 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校(小学部)

日本郵便社長賞  Cブロック最優秀賞 渡邉　晴伊 4 静岡県 長泉町立南小学校

  Bブロック最優秀賞 内川　美温 3 東京都 私立成蹊小学校

  Dブロック最優秀賞 橘　凛音 3 愛知県 私立椙山女学園大学附属小学校

Aブロック優秀賞 浮須　寿奈 3 新潟県 新発田市立猿橋小学校

Aブロック優秀賞 鈴木　佑 4 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 佐藤　琉瑠 4 福島県 福島県立大笹生支援学校　(小学部)

Aブロック優秀賞 秦野　瑞希 4 千葉県 船橋市立田喜野井小学校

Bブロック優秀賞 井上　泰一 3 埼玉県 さいたま市立文蔵小学校

Bブロック優秀賞 堀内　礼央 3 埼玉県 蓮田市立蓮田北小学校

Bブロック優秀賞 根本　志琉 3 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 西牟田　陽音 3 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 池田　実央 4 埼玉県 さいたま市立大宮東小学校

Cブロック優秀賞 岡崎　航士 3 神奈川県 横浜市立間門小学校

Cブロック優秀賞 味岡　実咲 3 神奈川県 海老名市立杉本小学校

Cブロック優秀賞 飯島　陽向 4 神奈川県 横浜市立洋光台第二小学校

Cブロック優秀賞 田代　紗羽 4 神奈川県 平塚市立松延小学校

Cブロック優秀賞 石井　美緒 4 神奈川県 大和市立引地台小学校

Dブロック優秀賞 加藤　愛子 3 三重県 桑名市立長島北部小学校

Dブロック優秀賞 福山　絵里奈 4 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 馬場　莉子 4 滋賀県 滋賀大学教育学部附属小学校

Dブロック優秀賞 田中　志武 4 滋賀県 滋賀大学教育学部附属小学校

Dブロック優秀賞 高野　香苗 4 京都府 向日市立第４向陽小学校

Eブロック優秀賞 松本　はるな 3 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 髙尾　優一郎 4 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 上田　琉夏 4 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 福家　未来 4 香川県 高松市立太田小学校

Eブロック優秀賞 松本　琉希 4 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Fブロック優秀賞 山田　明里 3 長崎県 平戸市立根獅子小学校

Fブロック優秀賞 林田　夏葉 4 佐賀県 唐津市立鏡山小学校

Fブロック優秀賞 堀内　夢愛 4 長崎県 平戸市立根獅子小学校

Fブロック優秀賞 山内　蒼介 4 鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

Fブロック優秀賞 新垣　凜空 4 沖縄県 南城市立知念小学校

審査員特別賞 中村　心音 3 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 安田　愛仔 3 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校(小学部)

審査員特別賞 藍原　雄清 4 福島県 福島県立大笹生支援学校　(小学部)

審査員特別賞 眞木　桜子 4 東京都 大田区立洗足池小学校

審査員特別賞 川口　皇平 4 福岡県 福岡市立野芥小学校



■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  Dブロック最優秀賞 竹山　河歩 6 大阪府 大阪市立丸山小学校

文部科学大臣賞  Aブロック最優秀賞 齋藤　ゆな 6 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

東京2020賞  Cブロック最優秀賞 平田　陽梨 5 神奈川県 平塚市立松延小学校

日本郵便社長賞  Bブロック最優秀賞 山崎　優月 5 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

  Eブロック最優秀賞 近藤　真帆 6 徳島県 徳島文理小学校

  Fブロック最優秀賞 吉永　朱里 6 福岡県 福岡市立野芥小学校

Aブロック優秀賞 三ツ井　環 5 北海道 網走市立網走小学校

Aブロック優秀賞 関本　創 5 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 5 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 中田　明莉 5 千葉県 船橋市立小栗原小学校

Aブロック優秀賞 角田　優香 6 福島県 いわき市立中央台東小学校

Bブロック優秀賞 宮川　蒼唯 5 埼玉県 さいたま市立大宮東小学校

Bブロック優秀賞 森下　岳飛 5 埼玉県 杉戸町立杉戸第二小学校

Bブロック優秀賞 冨永　結以 6 埼玉県 さいたま市立大宮東小学校

Bブロック優秀賞 本田　奈々美 6 埼玉県 蓮田市立蓮田北小学校

Cブロック優秀賞 井上　七夏 5 神奈川県 平塚市立松延小学校

Cブロック優秀賞 近藤　佳乃 6 神奈川県 横浜市立篠原小学校

Cブロック優秀賞 齋藤　あきら 6 神奈川県 大和市立引地台小学校

Cブロック優秀賞 倉林　愛実 6 神奈川県 横浜市立下郷小学校

Cブロック優秀賞 小川　雅人 6 神奈川県 神奈川県立相模原中央支援学校（聴覚障害教育部門　小学部）

Dブロック優秀賞 鈴木　咲哉 5 愛知県 岡崎市立梅園小学校

Dブロック優秀賞 小川　大惺 5 愛知県 一宮市立奥小学校

Dブロック優秀賞 宮﨑　葵 6 愛知県 一宮市立奥小学校

Dブロック優秀賞 奥田　結菜 6 大阪府 大阪市立丸山小学校

Eブロック優秀賞 加地　華乃 5 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 中村　碧 6 島根県 大田市立池田小学校

Eブロック優秀賞 大島　かれん 6 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 倉敷　信之介 6 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 桃田　真実 6 徳島県 徳島文理小学校

Fブロック優秀賞 山野　文哉 5 鹿児島県 西之表市立現和小学校

Fブロック優秀賞 原　朋花 6 福岡県 福岡市立野芥小学校

Fブロック優秀賞 牧尾　花菜恵 6 鹿児島県 出水市立米ノ津東小学校

Fブロック優秀賞 森岡　然 6 沖縄県 東村立高江小学校

審査員特別賞 鈴木　聖也 5 栃木県 下野市立祇園小学校

審査員特別賞 吉田　悠希 5 神奈川県 神奈川県立相模原中央支援学校（聴覚障害教育部門　小学部）

審査員特別賞 大西　愛叶 5 徳島県 板野町板野南小学校

審査員特別賞 奈良　よつば 6 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

審査員特別賞 梅田　みつき 6 広島県 広島市立湯来南小学校


