
■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 Dブロック最優秀賞 桃崎　良果 1 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

文部科学大臣賞 Cブロック最優秀賞 関口　蒼彩 2 富山県 国立富山大学教育学部附属小学校

日本郵便社長賞 Bブロック最優秀賞 神辺　祐衣 2 東京都 文京区立昭和小学校

Aブロック最優秀賞 島津　ゆいな 2 福島県 いわき市立中央台東小学校

Eブロック最優秀賞 十河　光白 2 香川県 高松市立川添小学校

Aブロック優秀賞 長谷川　虎之助 1 北海道 富良野市立鳥沼小学校

Aブロック優秀賞 沢田　美空 2 北海道 田中学園立命館慶祥小学校

Aブロック優秀賞 平間　智大 2 茨城県 桜川市立羽黒小学校

Aブロック優秀賞 小林　若菜 2 宮城県 私立聖ドミニコ学院小学校

Aブロック優秀賞 濱田　桃子 2 北海道 美瑛町立明徳小学校

Bブロック優秀賞 岡　恵汰 1 千葉県 市川市立国府台小学校

Bブロック優秀賞 長岡　知輝 1 東京都 私立早稲田実業学校初等部

Bブロック優秀賞 川﨑　真心 1 東京都 世田谷区立中里小学校

Bブロック優秀賞 北澤　一樹 1 東京都 品川区立上神明小学校

Bブロック優秀賞 石岡　翔汰 2 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Cブロック優秀賞 田中　蓮 1 岐阜県 郡上市立大和西小学校

Cブロック優秀賞 森下　結斗 2 岐阜県 郡上市立白鳥小学校

Cブロック優秀賞 大橋　明花梨 2 新潟県 新潟市立東山の下小学校

Cブロック優秀賞 徳本　弦一郎 2 富山県 国立富山大学教育学部附属小学校

Cブロック優秀賞 谷口　優奈 2 富山県 国立富山大学教育学部附属小学校

Dブロック優秀賞 麻谷　理咲子 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 柴田　麻結 1 京都府 私立京都聖母学院小学校

Dブロック優秀賞 杤木　莉希 1 広島県 東広島市立寺西小学校

Dブロック優秀賞 春松　采里 2 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 早澤　一真 2 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Eブロック優秀賞 安藝　全 1 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 井上　苗 2 沖縄県 久米島町立大岳小学校

Eブロック優秀賞 島田　加恵 2 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 篠原　なつ 2 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 石井　結依子 1 静岡県 函南町立函南小学校

審査員特別賞 多喜　瑠伊 1 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 石川　ひろ 2 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 三好　春輝 2 広島県 広島県立呉南特別支援学校（小学部）

審査員特別賞 中野　瑞基 2 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

審査員特別賞 小林　千紘 2 埼玉県 三郷市立新和小学校

審査員特別賞 林田　海翔 2 東京都 品川区立宮前小学校

審査員特別賞 木村　瑠李 2 北海道 富良野市立鳥沼小学校
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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 Cブロック最優秀賞 松尾　壱仁 4 静岡県 函南町立函南小学校

文部科学大臣賞 Eブロック最優秀賞 近藤　花帆 3 徳島県 徳島文理小学校

日本郵便社長賞 Dブロック最優秀賞 西村　まさみ 4 兵庫県 私立百合学院小学校

Aブロック最優秀賞 海野　龍爾 4 北海道 田中学園立命館慶祥小学校

Bブロック最優秀賞 石岡　伸晃 4 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Aブロック優秀賞 駒組　瑛大 3 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 小野　駿資 3 茨城県 つくば市立竹園西小学校

Aブロック優秀賞 長屋　星莉叶 4 北海道 滝上町立濁川小学校

Aブロック優秀賞 中田　幸岐 4 北海道 中札内村立中札内小学校

Aブロック優秀賞 原口　朋 4 北海道 富良野市立富良野小学校

Bブロック優秀賞 宮﨑　ひまり 3 千葉県 浦安市立東野小学校

Bブロック優秀賞 大庭　侃翔 3 東京都 私立帝京大学小学校

Bブロック優秀賞 根本　栞愛 3 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 4 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 4 東京都 品川区立源氏前小学校

Cブロック優秀賞 寺田　理衣 3 石川県 金沢市立四十万小学校

Cブロック優秀賞 角田　あさひ 3 静岡県 静岡市立竜南小学校

Cブロック優秀賞 衣川　心蘭 4 滋賀県 甲賀市立綾野小学校

Cブロック優秀賞 折本　拓実 4 愛知県 日進市立北小学校

Cブロック優秀賞 丹藤　栄莉 4 静岡県 函南町立函南小学校

Dブロック優秀賞 上野　勘資 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 谷吉　英恵 3 兵庫県 神戸市立義務教育学校港島学園（小学部）

Dブロック優秀賞 南方　陽向 3 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Dブロック優秀賞 別所　詩野 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 星野　奏斗 4 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Eブロック優秀賞 牧野　奈実 3 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 鈴木　爽介 3 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 内薗　優心 4 鹿児島県 鹿児島県立指宿養護学校　（小学部）

Eブロック優秀賞 中川　結奏 4 徳島県 石井町高原小学校

Eブロック優秀賞 岡田　郁果 4 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 鈴木　煌士 3 福島県 いわき市立中央台東小学校

審査員特別賞 鳥丸　美空　 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 石井　龍之介 3 静岡県 函南町立函南小学校

審査員特別賞 谷口　さくら 4 京都府 京都教育大学附属特別支援学校　（小学部）

審査員特別賞 シェルパ　ミンマ 4 埼玉県 坂戸市立浅羽野小学校

審査員特別賞 向原　真翔 4 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 Bブロック最優秀賞 酒井　美空 5 東京都 東京都立大塚ろう学校（小学部）

文部科学大臣賞 Eブロック最優秀賞 岡本　篤典 5 徳島県 徳島文理小学校

日本郵便社長賞 Aブロック最優秀賞 鈴木　太陽 5 福島県 いわき市立中央台東小学校

Cブロック最優秀賞 武井　翔大 5 新潟県 佐渡市立両津小学校

Dブロック最優秀賞 南方　良太 5 和歌山県 和歌山市立名草小学校

Aブロック優秀賞 柿野　ひまり 5 青森県 十和田市立高清水小学校

Aブロック優秀賞 持地　心羽 6 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 今泉　咲来 6 福島県 いわき市立中央台東小学校

Aブロック優秀賞 木村　日菜乃 6 茨城県 茨城県立霞ヶ浦聾学校　（小学部）

Aブロック優秀賞 原中　菜乃巴 6 宮城県 私立ホライゾン学園仙台小学校

Bブロック優秀賞 平田　紗菜 5 埼玉県 さいたま市立高砂小学校

Bブロック優秀賞 森本　芙海 5 千葉県 成田市立公津小学校

Bブロック優秀賞 大森　玲香 6 栃木県 鹿沼市立粟野小学校

Bブロック優秀賞 田村　花蓮 6 千葉県 千葉市立西小中台小学校

Bブロック優秀賞 安島　有彩 6 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

Cブロック優秀賞 松本　陽葵 5 岐阜県 岐阜県立羽島特別支援学校（小学部）

Cブロック優秀賞 山尾　梨央 5 静岡県 静岡市立清水高部小学校

Cブロック優秀賞 市川　羚愛 5 静岡県 静岡市立清水高部小学校

Cブロック優秀賞 田口　結菜 6 岐阜県 美濃加茂市立山手小学校

Dブロック優秀賞 山本　夏凛 5 京都府 京都市立桃山南小学校

Dブロック優秀賞 小糸　尊心 5 京都府 京都市立桃山南小学校

Dブロック優秀賞 大隈　奏空 5 大阪府 大阪教育大学附属池田小学校

Dブロック優秀賞 岩河内　優育 5 島根県 津和野町立木部小学校

Dブロック優秀賞 有田　蓮 6 島根県 津和野町立木部小学校

Eブロック優秀賞 新田　航平 5 愛媛県 国立愛媛大学教育学部附属小学校

Eブロック優秀賞 瀬川　礼美 5 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 郡司　早都 5 徳島県 徳島文理小学校

Eブロック優秀賞 岩佐　花音 5 福岡県 北九州市立大里南小学校

Eブロック優秀賞 佐光　美俐 6 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 向原　一真 5 長崎県 長崎県立大村特別支援学校　（小学部）

審査員特別賞 藤井　雄資 5 徳島県 徳島文理小学校

審査員特別賞 大串　怜楽 5 埼玉県 富士見市立みずほ台小学校

審査員特別賞 岡部　大翔 6 広島県 広島県立呉南特別支援学校（小学部）

審査員特別賞 早田　琳音 6 長崎県 長崎県立大村特別支援学校　（小学部）

審査員特別賞 佐藤　楓希 6 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 根本　曹太郎 6 福島県 福島県立石川支援学校たまかわ校 （小学部）


