
■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 角田　智香 1 福島県 いわき市立中央台東小学校

文部科学大臣賞 Bブロック最優秀賞 井出　悠璃愛 2 東京都 中央区立月島第二小学校

日本郵便社長賞 Dブロック最優秀賞 春松　采里 1 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Cブロック最優秀賞 関口　蒼彩 1 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校

Eブロック最優秀賞 福家　要 2 香川県 高松市立太田小学校

Aブロック優秀賞 阿部　陽愛 1 福島県 二本松市立塩沢小学校

Aブロック優秀賞 佐藤　雅哉 2 青森県 六ヶ所村立千歳平小学校

Aブロック優秀賞 坂田　愛美 2 宮城県 角田市立角田小学校

Aブロック優秀賞 一ノ瀬　巧都 2 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 岡野　蘭 2 千葉県 我孫子市立新木小学校

Bブロック優秀賞 石岡　翔汰 1 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Bブロック優秀賞 青木　美依 1 埼玉県 富士見市立鶴瀬小学校

Bブロック優秀賞 野﨑　瑛滋 1 埼玉県 ふじみ野市立西小学校

Bブロック優秀賞 物部　遥 1 埼玉県 ふじみ野市立西小学校

Bブロック優秀賞 小西　修真 1 東京都 台東区立忍岡小学校

Cブロック優秀賞 小西　隼人 1 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校

Cブロック優秀賞 谷米　美樹 1 静岡県 富士市立吉原小学校

Cブロック優秀賞 皐月　望 1 滋賀県 国立滋賀大学教育学部附属小学校

Cブロック優秀賞 秀方　壱匠 2 新潟県 佐渡市立両津小学校

Cブロック優秀賞 松本　侑士 2 愛知県 岡崎市立豊富小学校

Dブロック優秀賞 浜本　芳昭 1 大阪府 大阪市立開平小学校

Dブロック優秀賞 早澤　一真 1 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 中野　瑞基 1 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 加村　将則 2 兵庫県 私立仁川学院小学校

Dブロック優秀賞 南方　陽向 2 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Eブロック優秀賞 川畑　奏空 1 鹿児島県 鹿児島市立星峯東小学校

Eブロック優秀賞 牧野　奈実 2 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 中村　健汰 2 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 久岡　正明 2 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 五十川　もも 2 福岡県 福岡市立野芥小学校

審査員特別賞 大平　瑞 1 福島県 いわき市立中央台東小学校

審査員特別賞 小田部　翠葉 1 茨城県 つくば市立みどりの学園義務教育学校　(小学部)

審査員特別賞 森田　蒼史郎 1 富山県 富山県立富山視覚総合支援学校　(小学部)

審査員特別賞 石井　龍之介 2 静岡県 函南町立函南小学校

審査員特別賞 岡本　結菜 2 岡山県 岡山県立岡山聾学校　(小学部)

審査員特別賞 篠原　愛弥 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 新田　航平 4 愛媛県 国立愛媛大学教育学部附属小学校

文部科学大臣賞 Dブロック最優秀賞 大坪　泰仁 4 大阪府 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 古屋　和奏 3 東京都 品川区立源氏前小学校

Aブロック最優秀賞 切池　里緒 4 北海道 富良野市立富良野小学校

Cブロック最優秀賞 松尾　壱仁 3 静岡県 函南町立函南小学校

Aブロック優秀賞 所　凛桜 3 北海道 幕別町立白人小学校

Aブロック優秀賞 坂田　芳史 4 宮城県 角田市立角田小学校

Aブロック優秀賞 阿部　咲愛 4 福島県 二本松市立塩沢小学校

Aブロック優秀賞 麓　希良桜 4 千葉県 習志野市立香澄小学校

Bブロック優秀賞 石岡　伸晃 3 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Bブロック優秀賞 野村　知義 3 埼玉県 ふじみ野市立西小学校

Bブロック優秀賞 黒沢　秀環 3 埼玉県 熊谷市立妻沼南小学校

Bブロック優秀賞 北澤　咲良 3 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 坪井　さら 3 東京都 私立成蹊小学校

Cブロック優秀賞 丹藤　栄莉 3 静岡県 函南町立函南小学校

Cブロック優秀賞 塚越　櫻介 4 静岡県 函南町立函南小学校

Cブロック優秀賞 山内　美宙 4 静岡県 磐田市立福田小学校

Cブロック優秀賞 横田　愛莉 4 愛知県 武豊町立富貴小学校

Dブロック優秀賞 星野　奏斗 3 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 西村　まさみ 3 兵庫県 私立百合学院小学校

Dブロック優秀賞 和田　彩愛 4 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 一ノ瀬　心絆 4 大阪府 岸和田市立修斉小学校

Dブロック優秀賞 南方　良太 4 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Eブロック優秀賞 小延　陽与莉 3 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 舌間　絢香 3 福岡県 直方市立福地小学校

Eブロック優秀賞 岡本　篤典 4 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 郡司　早都 4 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 宇山　侑里 4 徳島県 徳島市加茂名南小学校

審査員特別賞 小島　すみれ 3 青森県 十和田市立三本木小学校

審査員特別賞 人見　啓太 3 東京都 私立成蹊小学校

審査員特別賞 前田　紗奈 3 東京都 私立成蹊小学校

審査員特別賞 南　寿弥 3 富山県 富山県立富山視覚総合支援学校　(小学部)

審査員特別賞 林田　紗知 3 佐賀県 唐津市立鏡山小学校

審査員特別賞 藤田　湊 3 長崎県 長崎県立大村特別支援学校　(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 Cブロック最優秀賞 渡邉　晴伊 6 静岡県 長泉町立南小学校

文部科学大臣賞 Dブロック最優秀賞 藤岡　梨心 6 広島県 北広島町立本地小学校

日本郵便社長賞 Eブロック最優秀賞 小延　蒼其 6 徳島県 徳島文理小学校

Aブロック最優秀賞 持地　心羽 5 福島県 いわき市立中央台東小学校

Bブロック最優秀賞 栗原　心菜 6 神奈川県 私立清泉小学校

Aブロック優秀賞 浜野　澪 5 北海道 中札内村立中札内小学校

Aブロック優秀賞 佐藤　野々花 5 宮城県 ホライゾン学園仙台小学校

Aブロック優秀賞 今泉　咲来 5 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 渡辺　優心 5 茨城県 那珂市立菅谷西小学校

Aブロック優秀賞 毛塚　渚月 6 栃木県 栃木市立赤麻小学校

Bブロック優秀賞 吉川　歌音 5 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 根本　志琉 5 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 千住　ひな 5 東京都 品川区立源氏前小学校

Bブロック優秀賞 日朝　大智 5 東京都 江戸川区立南小岩第二小学校

Bブロック優秀賞 内野　沙綺 6 東京都 葛飾区立小松南小学校

Cブロック優秀賞 大野　貴也 5 富山県 国立富山大学人間発達科学部附属小学校

Cブロック優秀賞 田口　亜弥 5 岐阜県 高山市立荘川小学校

Cブロック優秀賞 飯田　葉月 6 京都府 京都市立深草小学校

Cブロック優秀賞 河原　未加子 6 京都府 京都市立深草小学校

Cブロック優秀賞 西村　政輝 6 京都府 京都市立深草小学校

Dブロック優秀賞 金　侑泰 6 大阪府 学校法人白頭学院 建国小学校

Dブロック優秀賞 渡邊　大雅 6 島根県 津和野町立木部小学校

Dブロック優秀賞 中野　量範 6 広島県 北広島町立本地小学校

Dブロック優秀賞 溝上　明加 6 広島県 北広島町立本地小学校

Eブロック優秀賞 舌間　結香 5 福岡県 直方市立福地小学校

Eブロック優秀賞 武田　奈月 6 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 福家　未来 6 香川県 高松市立太田小学校

Eブロック優秀賞 松本　琉希 6 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Eブロック優秀賞 水谷　凛香 6 沖縄県 竹富町立白浜小学校

審査員特別賞 原中　菜乃巴 5 宮城県 ホライゾン学園仙台小学校

審査員特別賞 木村　心美 6 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

審査員特別賞 森田　衛 6 滋賀県 滋賀県立野洲養護学校　(小学部)

審査員特別賞 南原　愛実 6 広島県 北広島町立本地小学校

審査員特別賞 松本　杏 6 熊本県 熊本県立天草支援学校　(小学部)


