
■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　Cブロック最優秀賞 宮﨑　宗獅郎 2 大阪府 羽曳野市立高鷲小学校

文部科学大臣賞　Bブロック最優秀賞 菅沢　萌衣 1 東京都 品川区立源氏前小学校

日本郵便社長賞　Aブロック最優秀賞 石岡　伸晃 2 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Dブロック最優秀賞 小延　陽与莉 2 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック最優秀賞 甲斐　陽久 2 熊本県 水上村立岩野小学校

Aブロック優秀賞 岡田　ひなた 1 埼玉県 草加市立氷川小学校

Aブロック優秀賞 小西　結衣 1 千葉県 流山市立小山小学校

Aブロック優秀賞 上田　桃叶 2 栃木県 壬生町立壬生北小学校

Aブロック優秀賞 松原　莉唯紗 2 埼玉県 所沢市立小手指小学校

Aブロック優秀賞 鈴木　道允 2 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

Bブロック優秀賞 根本　栞愛 1 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 北澤　咲良 2 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 古屋　和奏 2 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 松尾　壱仁 2 静岡県 函南町立函南小学校

Bブロック優秀賞 丹藤　栄莉 2 静岡県 函南町立函南小学校

Cブロック優秀賞 谷吉　英恵 1 兵庫県 神戸市立義務教育学校港島学園（小学部）

Cブロック優秀賞 岡田　悠成 1 兵庫県 神戸市立千鳥が丘小学校

Cブロック優秀賞 南方　陽向 1 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Cブロック優秀賞 衣川　心蘭 2 滋賀県 甲賀市立綾野小学校

Cブロック優秀賞 西村　まさみ 2 兵庫県 私立百合学院小学校

Dブロック優秀賞 土屋　祐人 1 岡山県 浅口市立六条院小学校

Dブロック優秀賞 福家　要 1 香川県 高松市立太田小学校

Dブロック優秀賞 岸　柚希 2 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 鳥羽　乃生 2 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 橋本　美波 2 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 小倉　大誠 1 宮崎県 えびの市立加久藤小学校

Eブロック優秀賞 水迫　義翔 1 鹿児島県 鹿児島県立鹿児島盲学校(小学部)

Eブロック優秀賞 舌間　絢香 2 福岡県 直方市立福地小学校

Eブロック優秀賞 林田　紗知 2 佐賀県 唐津市立鏡山小学校

Eブロック優秀賞 平松　央和 2 長崎県 対馬市立久田小学校

審査員特別賞 やまたか　りゅうが 1 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 宇多川　舶 1 兵庫県 姫路市立白鷺小中学校（前期課程）

審査員特別賞 比佐　鷹彪 2 福島県 いわき市立勿来第三小学校

審査員特別賞 卯野　竜興 2 京都府 京都府立聾学校　(小学部)

審査員特別賞 しまだ　かいと 2 長崎県 長崎県立大村特別支援学校　(小学部)
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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 宇山　侑里 3 徳島県 徳島市加茂名南小学校

文部科学大臣賞　Cブロック最優秀賞 和田　彩愛 3 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 𠮷田　ゆりあ 4 東京都 練馬区立光が丘夏の雲小学校

Aブロック最優秀賞 中村　咲南 4 埼玉県 川口市立戸塚小学校

Eブロック最優秀賞 下地　葵 3 沖縄県 竹富町立白浜小学校

Aブロック優秀賞 須貝　青空 3 宮城県 ホライゾン学園仙台小学校

Aブロック優秀賞 竹山　蒼 4 北海道 別海町立西春別小学校

Aブロック優秀賞 大石　漸 4 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 中森　陸斗 4 茨城県 小美玉市立堅倉小学校

Aブロック優秀賞 大森　玲香 4 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

Bブロック優秀賞 見立　悠真 3 神奈川県 川崎市立古市場小学校

Bブロック優秀賞 武井　翔大 3 新潟県 佐渡市立両津小学校

Bブロック優秀賞 西牟田　陽音 4 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 岡崎　航士 4 神奈川県 横浜市立間門小学校

Bブロック優秀賞 浮須　寿奈 4 新潟県 新発田市立猿橋小学校

Cブロック優秀賞 北川　芽依 3 大阪府 岸和田市立山滝小学校

Cブロック優秀賞 山本　心奈都 3 大阪府 岸和田市立山滝小学校

Cブロック優秀賞 七森　亮介 3 大阪府 大東市立住道北小学校

Cブロック優秀賞 南方　良太 3 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Cブロック優秀賞 竹山　芽歩 4 大阪府 大阪市立丸山小学校

Dブロック優秀賞 岡本　篤典 3 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 梶本　環 3 徳島県 石井町藍畑小学校

Dブロック優秀賞 上森　徳真 4 広島県 広島市立湯来南小学校

Dブロック優秀賞 水野　隆太郎 4 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 木内　莉紗 4 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 吉永　富美 3 福岡県 福岡市立野芥小学校

Eブロック優秀賞 松下　ささ 3 熊本県 玉名市立小天小学校

Eブロック優秀賞 階子　敦斗 3 熊本県 熊本市立画図小学校

Eブロック優秀賞 阿久津　怜夏 3 沖縄県 竹富町立白浜小学校

Eブロック優秀賞 名越　菜桜 4 鹿児島県 和泊町立国頭小学校

審査員特別賞 坂本　歩大 3 大阪府 岸和田市立山滝小学校

審査員特別賞 伊野　巴葉 3 広島県 三次市立田幸小学校

審査員特別賞 佐藤　楓希 4 福島県 福島県立石川支援学校たまかわ校 (小学部)

審査員特別賞 田口　隼也 4 福島県 福島県立石川支援学校たまかわ校 (小学部)

審査員特別賞 荒田　百里 4 東京都 国立筑波大学附属視覚特別支援学校　(小学部)



■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 後東　梨亜 6 徳島県 私立徳島文理小学校

文部科学大臣賞　Bブロック最優秀賞 佐野　柚月 6 静岡県 静岡市立井川小中学校

日本郵便社長賞　Aブロック最優秀賞 石﨑　優花 6 千葉県 匝瑳市立八日市場小学校

Cブロック最優秀賞 千々松　礼美 5 京都府 京都市立深草小学校

Eブロック最優秀賞 林田　夏葉 5 佐賀県 唐津市立鏡山小学校

Aブロック優秀賞 関本　創 6 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 6 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 中村　結衣 6 埼玉県 川口市立戸塚小学校

Aブロック優秀賞 山崎　優月 6 埼玉県 鳩山町立鳩山小学校

Aブロック優秀賞 中田　明莉 6 千葉県 船橋市立小栗原小学校

Bブロック優秀賞 小林　虹光 5 長野県 伊那市立手良小学校

Bブロック優秀賞 菅野　朋生 5 長野県 伊那市立手良小学校

Bブロック優秀賞 渡邉　晴伊 5 静岡県 長泉町立南小学校

Bブロック優秀賞 宮﨑　美咲希 6 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Bブロック優秀賞 田村　航希 6 神奈川県 相模原市立共和小学校

Cブロック優秀賞 山中　穂 5 京都府 京都市立深草小学校

Cブロック優秀賞 渡邊　元 5 大阪府 国立大阪教育大学附属天王寺小学校

Cブロック優秀賞 小阪　英嗣 5 大阪府 国立大阪教育大学附属天王寺小学校

Cブロック優秀賞 堺谷　綾真 5 大阪府 国立大阪教育大学附属天王寺小学校

Dブロック優秀賞 小延　蒼其 5 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 松本　琉希 5 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Dブロック優秀賞 伊藤　理桜 6 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 保岡　真依 6 徳島県 私立徳島文理小学校

Dブロック優秀賞 山口　心愛 6 徳島県 私立徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 那須　心乃花 5 熊本県 熊本市立画図小学校

Eブロック優秀賞 ギャンジェルーリリ 5 沖縄県 私立沖縄アミークスインターナショナル小学校

Eブロック優秀賞 津村　隆ノ介 6 熊本県 熊本市立画図小学校

Eブロック優秀賞 新里　浩平 6 沖縄県 沖縄県立島尻特別支援学校  馬天小学校分教室

審査員特別賞 山本　朔矢 5 福島県 福島県立大笹生支援学校　(小学部)

審査員特別賞 尾形　誠斗 5 福島県 福島県立大笹生支援学校　(小学部)

審査員特別賞 金　侑泰 5 大阪府 学校法人白頭学院 建国小学校

審査員特別賞 郡　賢二郎 5 徳島県 私立徳島文理小学校

審査員特別賞 久郷　大和 6 栃木県 矢板市立乙畑小学校

審査員特別賞 栩川　晏奈 6 宮崎県 椎葉村立椎葉小学校


