
■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 顧 洋毅 茨城県 私立ラ・フェリーチェ保育園
金賞 絵手紙 幼児 田村 柚希 青森県 私立山彦幼稚園
金賞 絵手紙 幼児 水井 麻結 三重県 私立ルーテル二葉認定こども園
金賞 絵手紙 幼児 森田 透真 兵庫県 私立魚住保育園魚住駅前分園
銀賞 絵手紙 幼児 嘉村 柳星 埼玉県 私立ひばり幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 菊池 明莉 神奈川県 私立社家ゆめいろ保育園
銀賞 絵手紙 幼児 田代 悠貴 富山県 富山市立呉羽保育所
銀賞 絵手紙 幼児 西田 治真 富山県 私立国吉光徳保育園
銀賞 絵手紙 幼児 福島 煉斗 福岡県 私立太陽保育園
銅賞 絵手紙 幼児 増子 蒼一朗 宮城県 私立川前ぱれっと保育園
銅賞 絵手紙 幼児 栗原 結翔 栃木県 私立東光寺幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 中島 諒 富山県 私立国吉光徳保育園
銅賞 絵手紙 幼児 佐々木 人和 福井県 坂井市立春江北幼保園
銅賞 絵手紙 幼児 奥谷 隆斗 大阪府 私立箕面桜ヶ丘幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 木村 穂美 大阪府 私立久世こども園
銅賞 絵手紙 幼児 品川 あおい 広島県 安芸高田市立吉田幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 西村 宗祐 山口県 私立藤山保育園
銅賞 絵手紙 幼児 吉田 創亮 福岡県 筑紫野市立京町保育所
銅賞 絵手紙 幼児 倉永 伊央利 宮崎県 私立明星幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 鈴木 ハンナ 山形県 私立子供の城保育園
佳作 絵手紙 幼児 横川 莉緒 東京都 私立亀戸幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 小神 良介 富山県 私立国吉光徳保育園
佳作 絵手紙 幼児 三髙 悠人 静岡県 私立なかざわこども園
佳作 絵手紙 幼児 長谷川 嵩紘 愛知県 私立至学館大学付属幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 田中 悠翔 大阪府 私立ビクトリアキッズ・イングリッシュアカデミー
佳作 絵手紙 幼児 五味 彩織 兵庫県 私立ひまわりこども園
佳作 絵手紙 幼児 鈴井 康希 山口県 私立藤山保育園
佳作 絵手紙 幼児 須賀 絃輔 愛媛県 私立緑ヶ浜保育園
佳作 絵手紙 幼児 緒方 里桜 福岡県 私立しおばる保育園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 武田 海翔 山形県 私立子供の城保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 折笠 歩維 福島県 私立どんぐりの森
審査員特別賞 絵手紙 幼児 高浪 美優稀 富山県 富山市立古沢保育所
審査員特別賞 絵手紙 幼児 後藤 優月 岐阜県 私立なかよし岐阜南保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 佐藤 克昭 兵庫県 加西市立加西こども園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 中嶋 洸太 兵庫県 私立ひまわりこども園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 米満 咲胡 福岡県 私立みのり幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 藏當 百合愛 沖縄県 うるま市立勝連幼稚園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 嘉村 柳星 埼玉県 私立ひばり幼稚園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 田代 悠貴 富山県 富山市立呉羽保育所
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 中島 諒 富山県 私立国吉光徳保育園

■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2年生 水野 淳希 兵庫県 神戸市立白川小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校2年生 大城 咲絢 静岡県 浜松市立中瀬小学校

金賞 絵手紙 小学校2年生 北元 星花 埼玉県 朝霞市立朝霞第四小学校
金賞 絵手紙 小学校2年生 濵田 心花 兵庫県 神戸市立本山第一小学校
金賞 絵手紙 小学校3年生 近藤 大地 山口県 周南市立富田西小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 杉森 正知 埼玉県 さいたま市立芝原小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 溝脇 秀一 東京都 私立東京創価小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 武藤 朋樹 宮城県 大崎市立古川第一小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 渡邉 柚稀 福島県 県立大笹生支援学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 大西 彩愛 静岡県 焼津市立焼津南小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 江成 槙哉 神奈川県 相模原市立田名北小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 大竹 司紗 愛知県 江南市立門弟山小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 石田 瑞月 福岡県 福津市立津屋崎小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 小林 美月 埼玉県 熊谷市立熊谷西小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 森 心音 東京都 世田谷区立中町小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 松田 悠聖 熊本県 熊本市立山ノ内小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 神谷 菜々子 埼玉県 鴻巣市立鴻巣東小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 岡山 湊 千葉県 浦安市立日の出小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 大内 結太 東京都 葛飾区立半田小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 藤本 紗依 大阪府 私立賢明学院小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 鴨志田 信 埼玉県 さいたま市立つばさ小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 伊藤 理人 富山県 高岡市立野村小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 宇野 叶真 岡山県 倉敷市立西阿知小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 新藤 美玲 埼玉県 狭山市立水富小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 加藤 暢乃 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 小島 理司 埼玉県 川越市立大東東小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 髙部 由衣 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 木村 壮汰 大阪府 大阪市立伝法小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 鍋島 陽真 広島県 三次市立和田小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 井口 唯翔 長崎県 新上五島町立東浦小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 斎藤 拓空 埼玉県 さいたま市立常盤小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 迎 洸希 東京都 江東区立数矢小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 加藤 祈昊 茨城県 水戸市立常磐小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 堀井 宥那 埼玉県 鴻巣市立馬室小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 川島 花音 千葉県 八千代市立高津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 別役 優菜 神奈川県 相模原市立大野台小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 大江 志歩 大阪府 吹田市立千里第二小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 高原 凜愛 愛媛県 西条市立玉津小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 北元 星花 埼玉県 朝霞市立朝霞第四小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 森 心音 東京都 世田谷区立中町小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 渡邉 柚稀 福島県 県立大笹生支援学校
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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6年生 岡田 笑芽 広島県 東広島市立上黒瀬小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校6年生 松崎 綺羅 埼玉県 所沢市立泉小学校

金賞 絵手紙 小学校4年生 中西 絢一 東京都 私立青山学院
金賞 絵手紙 小学校5年生 溝口 捷太 埼玉県 さいたま市立春岡小学校
金賞 絵手紙 小学校6年生 難波 周 埼玉県 和光市立白子小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 丸山 埜与依 群馬県 桐生市立桜木小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 坂元 琢己 東京都 中央区立久松小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 前田 奈緒 神奈川県 横浜市立すみれが丘小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 伊藤 叶汰 富山県 高岡市立野村小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 松尾 凌来 佐賀県 上峰町立上峰小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 深田 心音 群馬県 桐生市立菱小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 川瀬 龍太朗 埼玉県 春日部市立粕壁小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 石原 充葵 鹿児島県 鹿児島市立星峯西小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 木伏 美月 福島県 会津坂下町立坂下東小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 荒井 風香 兵庫県 姫路市立城北小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 三宅 美沙希 岡山県 倉敷市立第三福田小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 横山 さくら 長崎県 壱岐市立石田小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 荒木 漱馬 東京都 板橋区立弥生小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 小林 香梅 長野県 佐久市立中佐都小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 黒柳 慧大 愛知県 豊田市立九久平小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 米山 隼叶 富山県 砺波市立庄東小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 柿原 采奈 福岡県 久留米市立篠山小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 島田 怜奈 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 吉田 真裕 広島県 福山市立光小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 滝澤 飛雅 福島県 いわき市立小名浜東小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 新井 暖日 神奈川県 横浜市立川和東小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 小川 紘平 神奈川県 平塚市立真土小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 二宮 有希 新潟県 国立新潟大学附属長岡小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 西 汐音 富山県 小矢部市立石動小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 松本 純弥 兵庫県 洲本市立鳥飼小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 貞森 瑛太 広島県 東広島市立高美が丘小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 松木 こいろ 愛媛県 西条市立小松小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 安田 悠真 福岡県 私立敬愛小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 新田 菜音 福島県 泉崎村立泉崎第二小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 船戸 聖 埼玉県 上尾市立瓦葺小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 小島 笑瑠 神奈川県 相模原市立若草小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 沼田 橙葵 神奈川県 秦野市立鶴巻小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 山﨑 さら 静岡県 静岡市立城北小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 川瀬 龍太朗 埼玉県 春日部市立粕壁小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 坂元 琢己 東京都 中央区立久松小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 中西 絢一 東京都 私立青山学院

■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 益子 優美 茨城県 県立大子特別支援学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校2年生 佐伯 颯音 東京都 国立東京大学教育学部附属中等教育学校

金賞 絵手紙 中学校1年生 渡邉 寛大 新潟県 上越市立浦川原中学校
金賞 絵手紙 中学校1年生 増田 安査 兵庫県 加西市立北条中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 内山 陽斗 青森県 県立黒石養護学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 末岡 一成 広島県 広島市立井口中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 大和 野乃 広島県 広島市立江波中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 古賀 悠之助 福岡県 福岡市立警固中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 川上 あい 福岡県 福岡市立箱崎中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 元吉 爽 鹿児島県 鹿児島市立甲東中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 清水 愛彩 静岡県 裾野市立西中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 幸山 紗菜 兵庫県 明石市立大蔵中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 木元 小春 岩手県 遠野市立遠野中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 小林 宥輝 茨城県 常総市立水海道中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 柿澤 百香 神奈川県 横浜市立高田中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 影浦 瑶子 神奈川県 鎌倉市立玉縄中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 浅沼 菜々子 岩手県 花巻市立西南中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 松田 美空 岩手県 遠野市立遠野中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 北倉 情 広島県 広島市立江波中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 大原 りぼん 長崎県 長崎市立梅香崎中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 佐藤 慶太 東京都 渋谷区立上原中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 野村 莉愛 東京都 私立聖ドミニコ学園
佳作 絵手紙 中学校1年生 柴田 紗季 岐阜県 多治見市立南ヶ丘中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 伊藤 光 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 栗原 京子 東京都 国立東京大学教育学部附属中等教育学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 野田 みちる 東京都 渋谷区立上原中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 林田 エミリ 茨城県 常総市立水海道中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 松原 尚生 東京都 世田谷区立上祖師谷中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 丹羽 奏絵 愛知県 名古屋市立萩山中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 山本 杏 大阪府 大阪市立田辺中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 松本 六花 神奈川県 鎌倉市立深沢中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 白岩 咲笑 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 泊 亜織衣 熊本県 熊本市立錦ヶ丘中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 鳥屋部 心桜 岩手県 遠野市立遠野中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 田代 遥菜 栃木県 那須塩原市立黒磯中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 大重 心 東京都 私立豊島岡女子学園中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3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3年生 宮島 啓輔 大阪府 大阪市立田辺中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校2年生 小林 宥輝 茨城県 常総市立水海道中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校2年生 栗原 京子 東京都 国立東京大学教育学部附属中等教育学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 川上 あい 福岡県 福岡市立箱崎中学校



■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1年生 服部 玲奈 大阪府 府立港南造形高等学校
日本郵便賞 絵手紙 高校1年生 湯浅 麻里香 埼玉県 県立大宮高等学校

金賞 絵手紙 高校1年生 上田 昊生 山口県 県立田布施総合支援学校
金賞 絵手紙 高校2年生 髙谷 和輝 京都府 京都市立西総合支援学校
金賞 絵手紙 高校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
銀賞 絵手紙 高校2年生 中尾 洸晴 広島県 県立大竹高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 上山 滉平 鹿児島県 国立鹿児島大学教育学部附属特別支援学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 木村 楓 秋田県 県立能代西高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 光岡 春奈 愛知県 県立豊田東高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 池邊 明日圭 大阪府 私立好文学園女子高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 鎌田 菜々子 千葉県 私立千葉聖心高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 杉本 美和 静岡県 県立富岳館高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 森田 虎太郎 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 土生 莉子 広島県 私立尾道高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 田中 ラナ 静岡県 県立清流館高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 渡辺 愛里 広島県 県立大竹高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 嵩原 颯泰 沖縄県 県立豊見城高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 仲里 瑠弥 沖縄県 県立宜野湾高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 坂崎 百結 愛知県 県立豊田東高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 松下 正幸 和歌山県 県立和歌山北高等学校北校舎
佳作 絵手紙 高校1年生 青木 由茉 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 渡邉 沙紀 静岡県 県立富岳館高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 南野 まりん 三重県 県立明野高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 黒木 樹里 熊本県 県立南稜高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 盛川 詩音 福井県 県立大野高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 大上 乃愛 大阪府 私立箕面自由学園高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 尾﨑 好花 高知県 県立春野高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 永山 陽向 鹿児島県 県立鹿屋養護学校
佳作 絵手紙 高校3年生 田中 萌子 東京都 都立世田谷総合高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 樋口 みかり 大阪府 私立好文学園女子高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 大江 那月 大阪府 府立農芸高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 神崎 日菜 兵庫県 県立北須磨高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 目黒 優奈 奈良県 県立磯城野高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 清水 颯真 大分県 私立東九州龍谷高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 櫻庭 孝任 青森県 県立黒石養護学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 末本 紫上 広島県 県立庄原特別支援学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 山之内 健 福岡県 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 大石 果歩 愛知県 県立豊田東高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 大上 乃愛 大阪府 私立箕面自由学園高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 渡辺 愛里 広島県 県立大竹高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 木村 楓 秋田県 県立能代西高等学校


