
「はがきでコミュニケーション全国発表大会」入賞者一覧 別紙１

■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　東海ブロック最優秀賞 武田　優貴子 4年 静岡県 静岡市立東源台小学校

環境大臣賞　東京ブロック最優秀賞 吉本　優子 3年 東京都 杉並区立桃井第三小学校

日本郵便社長賞　近畿ブロック最優秀賞 中尾　奎子 4年 兵庫県 神戸市立西須磨小学校

北海道ブロック最優秀賞 川﨑　あみ 3年 北海道 北斗市立上磯小学校

東北ブロック最優秀賞 蝦名　希梨 4年 青森県 青森市立浪館小学校

関東ブロック最優秀賞 高浦　祐歩 3年 千葉県 市原市立湿津小学校

南関東ブロック最優秀賞 栗原　桃花 4年 神奈川県 横須賀市立田浦小学校

信越・北陸ブロック最優秀賞 下澤　遥乃 3年 富山県 朝日町立さみさと小学校

中国・四国ブロック最優秀賞 善家　亜衣 3年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

九州・沖縄ブロック最優秀賞 野元　優里香 3年 熊本県 熊本市立白坪小学校

北海道ブロック優秀賞 島　綾乃 4年 北海道 浦臼町立浦臼小学校

北海道ブロック優秀賞 北浪　瑠圭 4年 北海道 浦臼町立浦臼小学校

北海道ブロック優秀賞 唐澤　樹也 3年 北海道 北斗市立上磯小学校

北海道ブロック優秀賞 寺島　美羽 3年 北海道 砂川市立空知太小学校

東北ブロック優秀賞 岡部　百華 3年 福島県 白河市立大屋小学校

東北ブロック優秀賞 保住　理々沙 3年 福島県 二本松市立石井小学校

東北ブロック優秀賞 渡   　凌 3年 福島県 二本松市立石井小学校

東北ブロック優秀賞 蝦名　佐和香 4年 青森県 青森市立浪館小学校

関東ブロック優秀賞 小林　加苗 4年 栃木県 宇都宮市立岡本西小学校

関東ブロック優秀賞 高橋　蒼空 4年 茨城県 筑西市立竹島小学校

関東ブロック優秀賞 鈴木　詩織 4年 茨城県 日立市立成沢小学校

関東ブロック優秀賞 若松　香帄 3年 茨城県 筑西市立大村小学校

関東ブロック優秀賞 寺澤　侑里 4年 埼玉県 坂戸市立浅羽野小学校

東京ブロック優秀賞 萩原　悠斗 4年 東京都 多摩市立聖ケ丘小学校

東京ブロック優秀賞 大脇　有夏 3年 東京都 西東京市立柳沢小学校

東京ブロック優秀賞 渋谷　友通 4年 東京都 台東区立金竜小学校

東京ブロック優秀賞 岡田　涼花 3年 東京都 目黒区立油面小学校

南関東ブロック優秀賞 志村　大河 3年 神奈川県 相模原市立内郷小学校

南関東ブロック優秀賞 篠山　壮佑 4年 神奈川県 横須賀市立田浦小学校

南関東ブロック優秀賞 大山　亜美 4年 神奈川県 横浜市立丸山台小学校

南関東ブロック優秀賞 坂本　優太 4年 神奈川県 横浜市立丸山台小学校

南関東ブロック優秀賞 石原　光 3年 山梨県 南アルプス市立南湖小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 松本　馨子 3年 富山県 朝日町立さみさと小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 永谷　響 3年 富山県 朝日町立さみさと小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 田中　理紗 3年 富山県 朝日町立さみさと小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 南部　りゅか 3年 富山県 朝日町立さみさと小学校

東海ブロック優秀賞 宮崎　帄乃花 4年 静岡県 伊豆の国市立韮山南小学校

東海ブロック優秀賞 貴家　月南 4年 静岡県 伊豆の国市立韮山南小学校

東海ブロック優秀賞 尾﨑　梨花 4年 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校

東海ブロック優秀賞 岡本　奈々 4年 愛知県 岡崎市立竜美丘小学校

東海ブロック優秀賞 齊藤　希 4年 愛知県 岡崎市立岡崎小学校

東海ブロック優秀賞 榊原　悠加 4年 愛知県 刈谷市立富士松北小学校

東海ブロック優秀賞 杉原　克哉 4年 愛知県 西尾市立花ノ木小学校

東海ブロック優秀賞 中筋　唯乃 3年 静岡県 御殿場市立高根小学校

近畿ブロック優秀賞 田中　聡馬 3年 大阪府 河内長野市立美加の台小学校

近畿ブロック優秀賞 赤畑　清花 4年 兵庫県 神戸市立西須磨小学校

近畿ブロック優秀賞 中村　綾花 4年 大阪府 東大阪市立八戸の里小学校

中国・四国ブロック優秀賞 今田　直哉 4年 広島県 広島市立落合東小学校

中国・四国ブロック優秀賞 浜本　ひな 3年 広島県 大竹市立阿多田小学校

中国・四国ブロック優秀賞 石田　かりん 3年 広島県 国立広島大学附属小学校

中国・四国ブロック優秀賞 佐藤　優実 3年 広島県 国立広島大学附属小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 河野　希優 4年 宮崎県 日南市立酒谷小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 安原　悠仁 4年 沖縄県 南城市立知念小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 吉田　百夏 4年 沖縄県 南城市立知念小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 大滝　月子 4年 沖縄県 南城市立知念小学校



■高学年の部

賞名 名前 学年 都道府県 学校名

総務大臣賞　中国・四国ブロック最優秀賞 安並　和輝 5年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

環境大臣賞　信越・北陸ブロック最優秀賞 忠平　聖 6年 新潟県 佐渡市立浦川小学校

日本郵便社長賞　北海道ブロック最優秀賞 山崎　佳音 5年 北海道 岩内町立岩内中央小学校

東北ブロック最優秀賞 関根　樹南 6年 福島県 須賀川市立大東小学校

関東ブロック最優秀賞 水木　彩 6年 茨城県 守谷市立黒内小学校

東京ブロック最優秀賞 中嶋　祥吾 6年 東京都 大田区立東調布第一小学校

南関東ブロック最優秀賞 清水　萌加 5年 山梨県 山梨市立山梨小学校

東海ブロック最優秀賞 原田　奏乃 5年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

近畿ブロック最優秀賞 小野　瑞歩 6年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

九州・沖縄ブロック最優秀賞 武冨　有花 5年 福岡県 鎮西敬愛学園敬愛小学校

北海道ブロック優秀賞 佐野　弥郁 6年 北海道 岩内町立岩内中央小学校

北海道ブロック優秀賞 行德　千裕 6年 北海道 岩内町立岩内中央小学校

北海道ブロック優秀賞 松村　智沙 6年 北海道 札幌市立北陽小学校

北海道ブロック優秀賞 森川　真衣 6年 北海道 札幌市立北陽小学校

東北ブロック優秀賞 佐藤　百華 6年 福島県 川俣町立飯坂小学校

東北ブロック優秀賞 佐藤　拓斗 6年 福島県 川俣町立飯坂小学校

東北ブロック優秀賞 菊地　凌也 5年 岩手県 藤沢町立新沼小学校

関東ブロック優秀賞 佐々木　龍育 6年 埼玉県 ふじみ野市立鶴ケ丘小学校

関東ブロック優秀賞 笠原　葵色 5年 群馬県 太田市立沢野小学校

関東ブロック優秀賞 小沼　俊範 6年 群馬県 太田市立沢野小学校

関東ブロック優秀賞 岡田　みゆき 6年 茨城県 筑西市立大村小学校

東京ブロック優秀賞 北野　まや 6年 東京都 大田区立東調布第一小学校

東京ブロック優秀賞 渡辺　香菜子 6年 東京都 大田区立東調布第一小学校

東京ブロック優秀賞 中谷　萌花 6年 東京都 大田区立東調布第一小学校

南関東ブロック優秀賞 鈴木　健太 6年 神奈川県 横浜市立大口台小学校

南関東ブロック優秀賞 根津　茜 5年 山梨県 山梨市立山梨小学校

南関東ブロック優秀賞 原　大輔 5年 山梨県 山梨市立山梨小学校

南関東ブロック優秀賞 森﨑　優 5年 山梨県 山梨市立山梨小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 畔上　晃樹 6年 新潟県 長岡市立山古志小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 小池　楓香 6年 石川県 金沢市立鞍月小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 小林　千夏 6年 長野県 長野市立朝陽小学校

信越・北陸ブロック優秀賞 小平　仁 6年 長野県 長野市立朝陽小学校

東海ブロック優秀賞 吉原　綾 5年 愛知県 西尾市立西野町小学校

東海ブロック優秀賞 伊藤　帄風 5年 愛知県 名古屋市立高田小学校

東海ブロック優秀賞 大石　結生奈 5年 愛知県 名古屋市立高田小学校

東海ブロック優秀賞 石倉　渚 6年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

東海ブロック優秀賞 鈴木　麗良 5年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

東海ブロック優秀賞 山口　明穂 6年 愛知県 一宮市立浅井南小学校

東海ブロック優秀賞 伊藤　颯哉 6年 愛知県 一宮市立浅井南小学校

近畿ブロック優秀賞 安冨　彰一龍 5年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

近畿ブロック優秀賞 菊川　勇人 6年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

近畿ブロック優秀賞 中嶋　萌 6年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

近畿ブロック優秀賞 橋倉　冴美 5年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

近畿ブロック優秀賞 正木　亜海 5年 兵庫県 南あわじ市立松帄小学校

中国・四国ブロック優秀賞 岡村　航希 6年 広島県 広島市立宇品東小学校

中国・四国ブロック優秀賞 荒木　琉亜 5年 山口県 山陽小野田市立高泊小学校

中国・四国ブロック優秀賞 堀場　結衣 5年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

中国・四国ブロック優秀賞 加藤　優里 5年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

中国・四国ブロック優秀賞 兵頭　里緒 6年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

中国・四国ブロック優秀賞 栗栖　明歩 6年 広島県 安芸太田町立殿賀小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 上杉　優斗 6年 沖縄県 豊見城市立長嶺小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 金﨑　麻椰 6年 大分県 日田市立静修小学校

九州・沖縄ブロック優秀賞 木村　直継 5年 福岡県 鎮西敬愛学園敬愛小学校


