
■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 森　晴加 神奈川県 川崎市立生田保育園
金賞 絵手紙 幼児 山口　千晴 神奈川県 私立柏幼稚園
金賞 絵手紙 幼児 熊谷　柚希 山口県 私立西浦保育園
金賞 絵手紙 幼児 芝　優花 山口県 私立みそら保育園
銀賞 絵手紙 幼児 海谷　珠羽 山形県 私立保育所ちびっこランド北園
銀賞 絵手紙 幼児 須藤　あかり 山形県 私立子供の城保育園
銀賞 絵手紙 幼児 栗原　結翔 栃木県 私立東光寺幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 米谷　茜 滋賀県 私立ひかり幼稚園
銀賞 絵手紙 幼児 木下　慶 広島県 私立つなぎ保育園
銅賞 絵手紙 幼児 飯野　莉加 栃木県 私立恵光幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 齋藤　京樹 千葉県 私立みのりつくしこども園
銅賞 絵手紙 幼児 菊池　玲奈 神奈川県 私立ビアレ横浜スマイル保育園
銅賞 絵手紙 幼児 田中　蓮 岐阜県 大垣市立興文幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 小脇　菜々 大阪府 私立智鳥保育園
銅賞 絵手紙 幼児 村上　輝虎 香川県 私立太田西保育園
銅賞 絵手紙 幼児 花田　康惺 福岡県 私立自由ヶ丘幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 馬場　葵梨 福岡県 私立水巻みなみ保育所
銅賞 絵手紙 幼児 秀島　美子 福岡県 私立敬愛幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 野口　陽史 長崎県 私立アソカ北幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 望月　魁人 千葉県 私立つくし幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 桑折　英馬 東京都 私立かごめ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 浅井　宏志朗 愛知県 私立五ヶ丘大和幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 松永　朔歩 大阪府 私立緑ヶ丘幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 吉川　粋月 大阪府 私立赤橋幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 大口　颯介 山口県 私立みそら保育園
佳作 絵手紙 幼児 國元　瑠璃花 山口県 私立西浦幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 長嶺　樹 山口県 私立西浦保育園
佳作 絵手紙 幼児 横山　紅葉 大分県 私立稙田こども園
佳作 絵手紙 幼児 下地　柊愛 沖縄県 私立カンガルー保育園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 宮﨑　颯太 茨城県 私立認定こども園こじか
審査員特別賞 絵手紙 幼児 佐々木　花奈 愛知県 私立中村保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 牧野　恵糸 大阪府 私立赤橋幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 佐藤　彩夏 兵庫県 国立神戸大学附属幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 山本　葵彩 兵庫県 私立りんでん認定こども園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 大山　楓多羽 宮崎県 国立宮崎大学教育学部附属幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 瀬之口　千奈 鹿児島県 私立鹿児島さくら幼稚園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 海谷　珠羽 山形県 私立保育所ちびっこランド北園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 齋藤　京樹 千葉県 私立みのりつくしこども園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 望月　魁人 千葉県 私立つくし幼稚園
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■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1年生 三髙　悠人 静岡県 浜松市立船越小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校2年生 鶴羽　大悟 愛知県 名古屋市立田代小学校

金賞 絵手紙 小学校1年生 長谷川　世名 東京都 私立青山学院初等部
金賞 絵手紙 小学校2年生 鞠子　究 東京都 西東京市立柳沢小学校
金賞 絵手紙 小学校3年生 彦坂　諒 埼玉県 さいたま市立七里小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 野田　皐央 富山県 高岡市立定塚小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 西江　志月 岡山県 私立英数学館小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 谷口　雅仁 福岡県 宗像市立自由ヶ丘小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 山﨑　壮志 群馬県 私立共愛学園小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 小玉　希美 広島県 東広島市立郷田小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 大場　もも 埼玉県 さいたま市立常盤小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 古澤　そよ夏 埼玉県 熊谷市立三尻小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 茂木　和奏 千葉県 私立日出学園小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 鴫原　杏奈 兵庫県 西宮市立東山台小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 渡邉　アメリ 福岡県 私立福岡雙葉小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 嶋田　光志 広島県 大竹市立大竹小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 田中　愛 佐賀県 嬉野市立大草野小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 岡野　愛 埼玉県 幸手市立さくら小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 古木　柚 東京都 私立光塩女子学院初等科
銅賞 絵手紙 小学校3年生 松田　悠聖 熊本県 熊本市立山ノ内小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 髙野　悠太 茨城県 古河市立古河第二小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 関口　晃平 群馬県 前橋市立月田小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 増田　匠吾 埼玉県 ふじみ野市立亀久保小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 本橋　知佳 東京都 私立光塩女子学院初等科
佳作 絵手紙 小学校1年生 山本　かなで 神奈川県 横浜市立もえぎ野小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 井堀　さわ 静岡県 県立浜松聴覚特別支援学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 森　彩音 愛知県 岡崎市立北野小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 髙橋　帆南 広島県 広島市立江波小学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 松原　伊吹 山口県 県立防府総合支援学校
佳作 絵手紙 小学校1年生 坂本　十絆 福岡県 宇美町立原田小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 菅原　麗妃愛 岩手県 一関市立東山小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 ウィックラマシンハ　秀翔 茨城県 つくば市立要小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 太田　悠晴 茨城県 龍ケ崎市立八原小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 植村　桃乃助 埼玉県 久喜市立栗橋西小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 長谷川　陽希 千葉県 木更津市立鎌足小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 廣田　真央 東京都 中央区立常盤小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 関　舷将 富山県 富山市立呉羽小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 髙島　愛結 長野県 長野市立松代小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 齊藤　春樹 愛知県 名古屋市立小坂小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 志賀　龍成 福島県 南相馬市立石神第二小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 大村　茉寛 埼玉県 川越市立川越第一小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 根岸　明日香 埼玉県 小鹿野町立両神小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 渋谷　優成 千葉県 市川市立大和田小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 棟方　隼輝 千葉県 松戸市立上本郷第二小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 𠮷川　諒 千葉県 千葉市立緑町小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 杉本　純 新潟県 上越市立大潟町小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 伊藤　菜生 愛知県 刈谷市立住吉小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 頓田　恵麻 兵庫県 神戸市立東灘小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 森田　温人 兵庫県 宝塚市立長尾南小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 髙野　凛花 熊本県 熊本市立帯山西小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 石坂　日菜 群馬県 渋川市立中郷小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 鈴木　ゆず 千葉県 富津市立青堀小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 佐原　彩華 静岡県 浜松市立南の星小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 松下　来実 大阪府 豊中市立緑地小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 小澤　諒 宮城県 仙台市立八幡小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 永井　稟々 千葉県 佐倉市立志津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 目黒　恵都 神奈川県 私立精華小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校1年生 松原　伊吹 山口県 県立防府総合支援学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 髙島　愛結 長野県 長野市立松代小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 古木　柚 東京都 私立光塩女子学院初等科



■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 上垣　綜佑輔 東京都 私立青山学院初等部
日本郵便賞 絵手紙 小学校5年生 畑瀬　未帆 福岡県 飯塚市立立岩小学校

金賞 絵手紙 小学校4年生 岡田　莉佳 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校
金賞 絵手紙 小学校5年生 新原　希生 群馬県 前橋市立大室小学校
金賞 絵手紙 小学校5年生 山本　大地 山口県 周南市立今宿小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 廣内　二音 大阪府 大阪市立苅田北小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 山下　結衣 石川県 七尾市立山王小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 村松　昴紀 静岡県 磐田市立豊岡南小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 内海　琳 奈良県 平群町立平群北小学校
銀賞 絵手紙 小学校6年生 三谷　絢加 香川県 丸亀市立城乾小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 新関　乃英 青森県 十和田市立南小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 齋藤　月碧 宮城県 美里町立不動堂小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 川上　漣太郎 埼玉県 さいたま市立谷田小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 但木　俐仁 埼玉県 さいたま市立つばさ小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 木本　昌志 東京都 私立青山学院初等部
銅賞 絵手紙 小学校5年生 真野　沙百合 滋賀県 彦根市立城北小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 堀　風月 埼玉県 さいたま市立大砂土小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 石井　羚 千葉県 浦安市立見明川小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 石田　雪華 新潟県 上越市立直江津南小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 中下　鈴音 広島県 広島市立幟町小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 ジョーンズ　いおり 埼玉県 さいたま市立仲本小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 齊藤　奈那子 千葉県 大多喜町立大多喜小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 岡部　圭 静岡県 浜松市立新原小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 沖村　旺祐 福岡県 篠栗町立篠栗小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 中野　ナナ 福岡県 私立福岡海星女子学院附属小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 竹内　春音 東京都 目黒区立宮前小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 遠藤　咲乃 滋賀県 草津市立常盤小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 髙瀬　雅陽 埼玉県 川口市立安行東小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 田中　文平 富山県 富山市立倉垣小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 長谷川　志緒 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 佐藤　誠史郎 山形県 小国町立小国小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 大久保　克真 埼玉県 私立西武学園文理小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 武本　悠之介 福井県 福井市社西小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 酒井　陸斗 茨城県 かすみがうら市立志筑小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 水本　朱音 滋賀県 湖南市立石部小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 東　龍太郎 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 吉村　水優 滋賀県 甲賀市立甲南中部小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 但木　俐仁 埼玉県 さいたま市立つばさ小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校6年生 髙瀬　雅陽 埼玉県 川口市立安行東小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校6年生 石田　雪華 新潟県 上越市立直江津南小学校

■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 白岩　咲笑 広島県 広島市立江波中学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校1年生 中島　心優 新潟県 新潟市立宮浦中学校

金賞 絵手紙 中学校3年生 山形　遥 福島県 県立ふたば未来学園中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 佐々木　美沙 埼玉県 深谷市立深谷中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 浦野　駿平 長野県 県立飯田養護学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 池ノ谷　美希 静岡県 私立常葉大学附属菊川中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 内藤　美香 広島県 私立広島女学院中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 髙橋　珀人 千葉県 松戸市立第一中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 前堀　智咲 岐阜県 多治見市立多治見中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 高橋　寿佳 岩手県 花巻市立西南中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 辻本　彩香 東京都 私立聖ドミニコ学園
銅賞 絵手紙 中学校1年生 江川　実優 神奈川県 鎌倉市立岩瀬中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 白土　莉渚 愛知県 名古屋市立猪子石中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 岩橋　恵美 福岡県 福岡市立北崎中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 山本　新菜 北海道 札幌市立平岡緑中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 戸来　百華 岩手県 花巻市立西南中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 栁澤　りお 宮城県 仙台市立七北田中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 伊藤　綾利 群馬県 伊勢崎市立赤堀中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 谷口　歩璃 広島県 広島市立清和中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 佐々木　愛莉 岩手県 遠野市立遠野中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 小飯塚　都麦 東京都 練馬区立豊玉中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 中野　心瑚 広島県 私立広島女学院中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 林　慶祐 埼玉県 深谷市立深谷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 片桐　愛悠 長野県 飯島町立飯島中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 平石　凜乃 三重県 志摩市立文岡中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 中川　千世 兵庫県 国立兵庫教育大学附属中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 香川　さくら 北海道 札幌市立平岡緑中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 髙田　亜美 京都府 京都市立七条中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 宇都宮　優理 広島県 広島市立清和中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 坂間　日和 神奈川県 川崎市立住吉中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 森　夏海 静岡県 南伊豆町立南伊豆中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 向田　尚弥 広島県 広島市立清和中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 村本　えこ 広島県 広島市立翠町中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 間宮　湧 茨城県 常総市立水海道中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 今　陵二 神奈川県 川崎市立住吉中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 松本　ひなた 静岡県 藤枝市立西益津中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 池ノ谷　美希 静岡県 私立常葉大学附属菊川中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 内藤　美香 広島県 私立広島女学院中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 山本　新菜 北海道 札幌市立平岡緑中学校



■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 東　佳奈 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 阿地　咲空 北海道 北海道札幌国際情報高等学校

金賞 絵手紙 高校1年生 城山　思音 三重県 県立明野高等学校
金賞 絵手紙 高校2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3年生 大場　涼叶 千葉県 県立柏陵高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 緑川　勇 福島県 県立勿来工業高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 中島　章杜 熊本県 県立荒尾支援学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 清水　千颯 奈良県 県立磯城野高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 ラドック　ミッシェル花梨 大阪府 私立城南学園高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 片山　哀斗 広島県 県立広島北特別支援学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 谷川　真彩 北海道 北海道札幌国際情報高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 勝又　美菜子 宮城県 私立聖和学園高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 小田原　侑花 大阪府 府立港南造形高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 濵崎　ちえり 福岡県 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
銅賞 絵手紙 高校2年生 松本　真琴 大阪府 府立佐野支援学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 栗田　樹 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 奥野　若菜 奈良県 県立磯城野高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 林　愛香 香川県 県立善通寺第一高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 内田　凜 大阪府 私立大阪成蹊女子高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 丹生　丈一朗 福岡県 福岡市立特別支援学校「博多高等学園」
佳作 絵手紙 高校1年生 宮﨑　結愛 熊本県 県立荒尾支援学校
佳作 絵手紙 高校2年生 松田　芭奈 群馬県 県立二葉高等特別支援学校
佳作 絵手紙 高校2年生 笹岡　花奏 千葉県 私立千葉聖心高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 中山　萌南 東京都 私立東亜学園高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 上田　みうみ 神奈川県 私立白鵬女子高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 小野　寛太 大阪府 府立美原高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 繁田　晃斗 兵庫県 神戸市立須磨翔風高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 飯尾　志遠 大阪府 私立東大阪大学柏原高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 本田　翔大 大阪府 私立東大阪大学柏原高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 小川　真弥 広島県 県立尾道特別支援学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 河合　環 北海道 北海道札幌国際情報高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 南　桜子 北海道 北海道札幌国際情報高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 鳴尾　華 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 奥　真奈美 大阪府 私立清明学院高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 稲田　夏輝 広島県 県立広島北特別支援学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 幾老　彩 大阪府 府立農芸高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 森　龍之介 千葉県 県立船橋夏見特別支援学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校1年生 勝又　美菜子 宮城県 私立聖和学園高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 清水　千颯 奈良県 県立磯城野高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 林　愛香 香川県 県立善通寺第一高等学校


