
■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 沙　美柚羽 2年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

文部科学大臣賞　Ｇブロック最優秀賞 衛藤　亜美 1年 大分県 大分市立賀来小中学校

日本郵便社長賞　Ａブロック最優秀賞 神山　天志 1年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ｂブロック最優秀賞 三橋　さくら 2年 東京都 足立区立渕江第一小学校

Ｄブロック最優秀賞 山口　詩乃 2年 岐阜県 郡上市立小川小学校

Ｅブロック最優秀賞 田中　豪大 2年 大阪府 豊能町立光風台小学校

Ｆブロック最優秀賞 矢野　登士 1年 高知県 安田町立安田小学校

Ａブロック優秀賞 野村　倫也 1年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 出口　真唯 2年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 三浦　真衣 2年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 比佐　和 2年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 橋本　梨菜 2年 茨城県 美浦村立安中小学校

Ｂブロック優秀賞 正田　夏鈴 1年 埼玉県 三郷市立幸房小学校

Ｂブロック優秀賞 小笠原　榛花 1年 千葉県 市原市立有秋西小学校

Ｂブロック優秀賞 佐藤　奏汰 2年 東京都 足立区立渕江第一小学校

Ｂブロック優秀賞 加藤　みみ 2年 東京都 江東区立東川小学校

Ｂブロック優秀賞 佐藤　日名子 2年 東京都 江東区立東川小学校

Ｃブロック優秀賞 鈴木　乃々実 1年 神奈川県 私立清泉小学校

Ｃブロック優秀賞 有田　真彩 1年 神奈川県 私立清泉小学校
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ック優秀賞 有 真彩 年 神奈 県 私 清泉 学校

Ｃブロック優秀賞 浅田　晃汰 2年 石川県 輪島市立町野小学校

Ｃブロック優秀賞 広瀬　翼 2年 石川県 輪島市立町野小学校

Ｄブロック優秀賞 酒井　康輔 1年 静岡県 掛川市立大坂小学校

Ｄブロック優秀賞 小濱　りこ 2年 静岡県 浜松市立入野小学校

Ｄブロック優秀賞 安藤　優羽 2年 愛知県 安城市立桜林小学校

Ｄブロック優秀賞 鈴木　夢華 2年 愛知県 新城市立東陽小学校

Ｄブロック優秀賞 西井　菜月 2年 三重県 伊勢市立進修小学校

Ｄブロック優秀賞 吉村　桃花 2年 三重県 伊勢市立進修小学校

Ｅブロック優秀賞 石黒　眞斗 1年 兵庫県 神戸市立西山小学校

Ｅブロック優秀賞 福井　梨世 1年 兵庫県 神戸市立西山小学校

Ｅブロック優秀賞 川村　碧依 2年 兵庫県 川西市立けやき坂小学校

Ｅブロック優秀賞 向阪　茅優 2年 大阪府 堺市立高倉台西小学校

Ｆブロック優秀賞 三本　萌歌 1年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｆブロック優秀賞 　　　吉田　菜穂　※ 2年 広島県 広島市立狩小川小学校

Ｆブロック優秀賞 岡本　樹 2年 徳島県 阿南市立津乃峰小学校

Ｆブロック優秀賞 山下　昇 2年 徳島県 阿南市立津乃峰小学校

Ｆブロック優秀賞 窪田　有希 2年 高知県 安田町立安田小学校

Ｇブロック優秀賞 稲葉　美咲 1年 大分県 宇佐市立封戸小学校

Ｇブロック優秀賞 右田　弓弦 1年 大分県 大分市立賀来小中学校

Ｇブロック優秀賞 今仁　颯汰 2年 福岡県 北九州市立長行小学校
※「吉」は上が「土」
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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 広井　瞳伊 4年 新潟県 小千谷市立東山小学校

文部科学大臣賞　Ａブロック最優秀賞 熊坂　純 4年 北海道 北斗市立上磯小学校

日本郵便社長賞　Ｄブロック最優秀賞 増山　遼大 4年 愛知県 岡崎市立愛宕小学校

Ｂブロック最優秀賞 細川　裕也 3年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｅブロック最優秀賞 芹口　佳子 4年 京都府 京都市立稲荷小学校

Ｆブロック最優秀賞 近藤　千洋 4年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｇブロック最優秀賞 白石　理路 3年 長崎県 佐世保市立世知原小学校

Ａブロック優秀賞 神山　太志 3年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ａブロック優秀賞 籾山　凛 4年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 宮川　峻之介 4年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 川﨑　あみ 4年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 唐澤　樹也 4年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 千葉　由路 4年 岩手県 奥州市立常盤小学校

Ａブロック優秀賞 大友　美輝 4年 宮城県 多賀城市立天真小学校

Ｂブロック優秀賞 小林　まひる 3年 東京都 杉並区立桃井第三小学校

Ｂブロック優秀賞 蘒原　光 4年 埼玉県 桶川市立朝日小学校

Ｂブロック優秀賞 高橋　知紘 4年 東京都 練馬区立上石神井小学校

Ｂブロック優秀賞 渡辺　真人 4年 東京都 東久留米市立第三小学校

Ｃブロック優秀賞 眞野　杏里 3年 神奈川県 伊勢原市立大田小学校

Ｃブロック優秀賞 佐藤　亜樹 4年 新潟県 小千谷市立東山小学校

Ｃブロック優秀賞 赤塩　涼 4年 長野県 長野市立安茂里小学校

Ｃブロック優秀賞 堀内　花音 4年 長野県 長野市立安茂里小学校

Ｄブロック優秀賞 石黒　すみれ 3年 静岡県 伊豆市立修善寺南小学校

Ｄブロック優秀賞 萩原　令奈 4年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 熊崎　友香 4年 静岡県 静岡市立宮竹小学校

Ｄブロック優秀賞 笠　菜摘 4年 愛知県 稲沢市立稲沢北小学校

Ｅブロック優秀賞 冨岡　美咲 3年 大阪府 池田市立神田小学校

Ｅブロック優秀賞 衣笠　実花 3年 大阪府 吹田市立津雲台小学校

Ｅブロック優秀賞 古部　了大 3年 和歌山県 日高川町立山野小学校

Ｅブロック優秀賞 羽賀　梨音 4年 京都府 京都市立稲荷小学校

Ｆブロック優秀賞 今牧　京香 3年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｆブロック優秀賞 渡辺　匠 4年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

Ｆブロック優秀賞 鈴木　大士 4年 愛媛県 新居浜市立角野小学校

Ｆブロック優秀賞 吉澤　秋音 4年 愛媛県 松山市立潮見小学校

Ｇブロック優秀賞 竹内　浩喜 3年 長崎県 佐世保市立世知原小学校

Ｇブロック優秀賞 平山　愛美 3年 長崎県 佐世保市立世知原小学校

Ｇブロック優秀賞 渡口　音々 3年 沖縄県 読谷村立読谷小学校

Ｇブロック優秀賞 齊藤　亘生 4年 鹿児島県 鹿児島市立花野小学校



■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　Ａブロック最優秀賞 橋本　恵里 6年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

文部科学大臣賞　Ｄブロック最優秀賞 原田　奏乃 6年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

日本郵便社長賞　Ｃブロック最優秀賞 八神　純花 5年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Ｂブロック最優秀賞 立岡　真由子 6年 東京都 小平市立小平第四小学校

Ｅブロック最優秀賞 川田　葵比 6年 兵庫県 尼崎市立清和小学校

Ｆブロック最優秀賞 安並　和輝 6年 愛媛県 宇和島市立成妙小学校

Ｇブロック最優秀賞 松下　雅 5年 鹿児島県 姶良市立重富小学校

Ａブロック優秀賞 竹髙　亜海 5年 北海道 北斗市立上磯小学校

Ａブロック優秀賞 阿部　鷹哉 5年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 遠藤　楓 6年 福島県 いわき市立中央台東小学校

Ａブロック優秀賞 林　亜弥乃 6年 茨城県 美浦村立大谷小学校

Ａブロック優秀賞 湯澤　南 6年 栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校

Ｂブロック優秀賞 滝口　理香 6年 千葉県 千葉市立生浜東小学校

Ｂブロック優秀賞 今中　真由 6年 東京都 小平市立小平第四小学校

Ｂブロック優秀賞 仙田　真唯 6年 東京都 小平市立小平第四小学校

Ｂブロック優秀賞 矢崎　志帆 6年 東京都 東久留米市立第三小学校

Ｃブロック優秀賞 鈴木　海晴 5年 神奈川県 横浜市立朝比奈小学校

Ｃブロック優秀賞 本間　文也 6年 神奈川県 相模原市立弥栄小学校

Ｃブロック優秀賞 柴田　美彩季 6年 神奈川県 相模原市立弥栄小学校

Ｃブロック優秀賞 三森　優 6年 山梨県 山梨市立山梨小学校

Ｃブロック優秀賞 広瀬　英李菜 6年 山梨県 山梨市立山梨小学校

Ｄブロック優秀賞 麻野　慧斗 6年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

Ｄブロック優秀賞 鈴木　麗良 6年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

Ｄブロック優秀賞 村田　多彌 6年 静岡県 伊豆市立月ケ瀬小学校

Ｄブロック優秀賞 長谷部　果音 6年 愛知県 私立椙山女学園大学附属小学校

Ｅブロック優秀賞 山下　直晃 5年 大阪府 門真市立東小学校

Ｅブロック優秀賞 川田　あい子 5年 大阪府 門真市立東小学校

Ｅブロック優秀賞 小山　あずさ 5年 大阪府 門真市立東小学校

Ｅブロック優秀賞 笹部　千晶 6年 大阪府 河内長野市立南花台東小学校

Ｆブロック優秀賞 河野　真那 6年 愛媛県 八幡浜市立喜須来小学校

Ｆブロック優秀賞 岡山　奏美 6年 徳島県 私立徳島文理小学校

Ｆブロック優秀賞 遠藤　駿平 6年 徳島県 石井町立石井小学校

Ｇブロック優秀賞 徳田　蒼優 5年 鹿児島県 姶良市立重富小学校


