
受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 はがき作文 小学校1年生 芦田　康介 神奈川県 横浜市立　菊名小学校

日本郵便賞 はがき作文 小学校1年生 小野寺　美有 埼玉県 川越市立　高階北小学校
金賞 はがき作文 小学校1年生 吉澤　秀真 富山県 高岡市立　能町小学校
金賞 はがき作文 小学校1年生 笠原　波音 千葉県 一宮町立　一宮小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 金　桂永 東京都 私立　暁星小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 田中　翔也 広島県 東広島市立　木谷小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 熊倉　彩仁 栃木県 栃木市立　大平中央小学校
銀賞 はがき作文 小学校1年生 鮫島　麻里菜 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校1年生 橋本　怜奈 神奈川県 相模原市立　陽光台小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 重國　美音 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校1年生 青山　響介 埼玉県 川越市立　名細小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 藤田　結衣 東京都 品川区立　豊葉の杜学園
銅賞 はがき作文 小学校1年生 阿部　樹 東京都 私立　星美学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 名内　奏翔 富山県 高岡市立　能町小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 鈴木　瑞希 愛知県 江南市立　古知野西小学校
銅賞 はがき作文 小学校1年生 溝口　颯進 福岡県 那珂川町立　安徳北小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校2年生 重松　亜門 東京都 私立　暁星小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校2年生 島田　啓伍 東京都 私立　暁星小学校

金賞 はがき作文 小学校2年生 林　宕生 東京都 板橋区立　三園小学校
金賞 はがき作文 小学校2年生 鎌形　詩 千葉県 八千代市立　勝田台小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 佐藤　詩芭 福島県 南相馬市立　原町第三小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 設樂　紗絢 埼玉県 さいたま市立　宮前小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 大髙　開 東京都 私立　暁星小学校
銀賞 はがき作文 小学校2年生 倉田　凜音 埼玉県 川口市立　元郷小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 鈴木　晴朝 栃木県 私立　開智小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 伊東　誇吾 東京都 私立　暁星小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 藤田　章矢 東京都 私立　暁星小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 馬場　侑悟 東京都 目黒区立　宮前小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 丸山　丈翔 東京都 私立　暁星小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 栗原　魅羽 埼玉県 坂戸市立　三芳野小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 島津　謙太朗 千葉県 私立　日出学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校2年生 日景　彩友 東京都 私立　星美学園小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校3年生 森　結衣子 東京都 私立　光塩女子学院初等科
日本郵便賞 はがき作文 小学校3年生 菅原　優大 大阪府 大阪市立　御幣島小学校

金賞 はがき作文 小学校3年生 三谷　朋加 広島県 広島市立　古田小学校
金賞 はがき作文 小学校3年生 山口　泰成 富山県 国立　富山大学人間発達科学部附属小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 関　美月 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 宮下　月希 新潟県 長岡市立　青葉台小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 安藤　千智 神奈川県 平塚市立　花水小学校
銀賞 はがき作文 小学校3年生 藤本　理佐 岡山県 岡山市立　西小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 碓井　碧美 埼玉県 さいたま市立　大宮東小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 沖野　友都 広島県 広島市立　古田小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 藤井　梨琴 広島県 広島市立　五日市観音小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 君塚　篤人 千葉県 木更津市立　八幡台小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 佐伯　理奈 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校3年生 浦部　颯希 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校3年生 川口　凜桜 東京都 私立　星美学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校3年生 五味　昊祐 愛知県 武豊町立　緑丘小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校4年生 廣橋　昌依 和歌山県 紀の川市立　粉河小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校4年生 本田　美玲 富山県 富山市立　古沢小学校

金賞 はがき作文 小学校4年生 皆川　駿 宮城県 国立　宮城教育大学附属小学校
金賞 はがき作文 小学校4年生 村田　真璃奈 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 井澤　美波 愛知県 尾張旭市立　旭小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 曽根　涼太郎 千葉県 千葉市立　稲丘小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 大金　陽 茨城県 水戸市立　吉田小学校
銀賞 はがき作文 小学校4年生 森　心花 愛媛県 今治市立　鳥生小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 一ノ瀬　剛志 滋賀県 彦根市立　城西小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 宮倉　杏奈 奈良県 私立　智辯学園奈良カレッジ小学部
銅賞 はがき作文 小学校4年生 小川　癒々 長野県 長野市立　朝陽小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 中村　亮輔 鹿児島県 十島村立　平島小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 山口　栞奈 大阪府 和泉市立　青葉はつが野小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 安達　千紗 福岡県 私立　敬愛小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 佐藤　吏玖士 千葉県 私立　日出学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校4年生 池町　美花 兵庫県 三木市立　豊地小学校
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受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 はがき作文 小学校5年生 田沼　楓 埼玉県 川越市立　霞ヶ関西小学校

日本郵便賞 はがき作文 小学校5年生 増尾　侑羽彩 群馬県 邑楽町立　長柄小学校
金賞 はがき作文 小学校5年生 市原　光 千葉県 私立　日出学園小学校
金賞 はがき作文 小学校5年生 佐藤　茅音 福島県 南相馬市立　原町第三小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 庄司　千紗 東京都 私立　星美学園小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 木村　萌々花 茨城県 筑西市立　小栗小学校
銀賞 はがき作文 小学校5年生 堀内　咲希 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銀賞 はがき作文 小学校5年生 関根　瑠里乃 東京都 私立　川村小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 山﨑　愛花 宮崎県 都城市立　上長飯小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 吉村　佳恵 神奈川県 私立　桐光学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 井上　綾奈 佐賀県 小城市立　三日月小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 溝口　志歩 鹿児島県 出水市立　西出水小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 岩瀨　郁夏 東京都 私立　光塩女子学院初等科
銅賞 はがき作文 小学校5年生 後藤　吏璃 富山県 富山市立　豊田小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 渡邉　優理 静岡県 静岡市立　清水三保第一小学校
銅賞 はがき作文 小学校5年生 三ツ井　歩希 神奈川県 私立　桐光学園小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 小学校6年生 河合　飛翠 神奈川県 私立　桐光学園小学校
日本郵便賞 はがき作文 小学校6年生 鈴木　琴乃 静岡県 袋井市立　袋井北小学校

金賞 はがき作文 小学校6年生 堀内　志穂 東京都 私立　光塩女子学院初等科
金賞 はがき作文 小学校6年生 佐藤　花弥 東京都 私立　星美学園小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 熊谷　岳大 宮城県 気仙沼市立　九条小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 船橋　健心 福島県 西会津町立　西会津小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 岩渕　凌 茨城県 桜川市立　雨引小学校
銀賞 はがき作文 小学校6年生 三谷　典加 広島県 広島市立　古田小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 浅田　愛和 茨城県 石岡市立　葦穂小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 大久保　有紗 埼玉県 深谷市立　幡羅小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 大谷　知菜美 福岡県 私立　敬愛小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 中村　眞彩 群馬県 太田市立　韮川小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 東　あおい 山口県 周南市立　福川南小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 髙橋　明日香 東京都 私立　星美学園小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 瀬川　茉奈 滋賀県 甲賀市立　貴生川小学校
銅賞 はがき作文 小学校6年生 岩下　和日香 埼玉県 さいたま市立　常盤小学校

文部科学大臣賞 はがき作文 中学校1年生 玉野　裕樹 京都府 木津川市立　木津第二中学校
日本郵便賞 はがき作文 中学校3年生 間瀬　晴香 東京都 町田市立　金井中学校

金賞 はがき作文 中学校2年生 松﨑　葵 静岡県 私立　静岡雙葉中学校
金賞 はがき作文 中学校1年生 尾形　萌々子 東京都 私立　東京女学館中学校
銀賞 はがき作文 中学校3年生 福井　優香子 大阪府 国立　大阪教育大学附属天王寺中学校
銀賞 はがき作文 中学校2年生 福田　憲士郎 埼玉県 川口市立　神根中学校
銀賞 はがき作文 中学校1年生 田中　里歩 奈良県 五條市立　五條東中学校
銀賞 はがき作文 中学校2年生 弓削　穂実 京都府 京都市立　洛北中学校
銅賞 はがき作文 中学校3年生 石丸　真理奈 神奈川県 茅ヶ崎市立　浜須賀中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 田毋神　このか 埼玉県 私立　本庄東高等学校附属中学校
銅賞 はがき作文 中学校1年生 古谷　美優 高知県 いの町立　伊野南中学校
銅賞 はがき作文 中学校3年生 滝　なつみ 茨城県 高萩市立　松岡中学校
銅賞 はがき作文 中学校1年生 尾﨑　萌花 高知県 いの町立　伊野南中学校
銅賞 はがき作文 中学校3年生 谷口　愛佳 東京都 町田市立　金井中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 隣　穂乃嘉 静岡県 御殿場市立　富士岡中学校
銅賞 はがき作文 中学校2年生 志賀　央佳 兵庫県 赤穂市立　有年中学校



受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名
文部科学大臣賞 はがき作文 高校3年生 下釜　華世子 長崎県 私立　向陽高等学校

日本郵便賞 はがき作文 高校1年生 浅井　友花 東京都 私立　山脇学園高等学校
金賞 はがき作文 高校2年生 栗田　優輝 広島県 私立　広島学院高等学校
金賞 はがき作文 高校1年生 神田　莉沙 和歌山県 私立　和歌山信愛高等学校
銀賞 はがき作文 高校3年生 正木　紗捺 秋田県 県立　金足農業高等学校
銀賞 はがき作文 高校3年生 宮﨑　栞那 長崎県 私立　向陽高等学校
銀賞 はがき作文 高校2年生 野口　実奈 熊本県 私立　尚絅中学・高等学校
銀賞 はがき作文 高校1年生 内野　夢羽 鹿児島県 県立　川辺高等学校
銅賞 はがき作文 高校1年生 吉田　舞波 愛媛県 県立　三島高等学校
銅賞 はがき作文 高校3年生 加藤　幸乃 東京都 都立　農産高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 羽藤　真梨 愛媛県 私立　済美高等学校
銅賞 はがき作文 高校3年生 野竹　莉緒 岡山県 県立　津山商業高等学校
銅賞 はがき作文 高校1年生 大野　美咲 大分県 私立　大分東明高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 折原　宏香 山形県 県立　山形西高等学校
銅賞 はがき作文 高校2年生 有間　千智 東京都 私立　東亜学園高等学校
銅賞 はがき作文 高校3年生 後藤　海音 岡山県 県立　津山商業高等学校

暑中見舞い賞
受賞 部門 学年 氏名 都道府県 学校名

暑中見舞い賞 はがき作文 小学校1年生 鮫島　麻里菜 東京都 私立　光塩女子学院初等科
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校1年生 重國　美音 東京都 私立　光塩女子学院初等科
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校2年生 島津　謙太朗 千葉県 私立　日出学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校2年生 伊東　誇吾 東京都 私立　暁星小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校3年生 川口　凜桜 東京都 私立　星美学園小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校3年生 藤本　理佐 岡山県 岡山市立　西小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校4年生 一ノ瀬　剛志 滋賀県 彦根市立　城西小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校5年生 木村　萌々花 茨城県 筑西市立　小栗小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校5年生 堀内　咲希 東京都 私立　光塩女子学院初等科
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校5年生 溝口　志歩 鹿児島県 出水市立　西出水小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校6年生 浅田　愛和 茨城県 石岡市立　葦穂小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 小学校6年生 岩渕　凌 茨城県 桜川市立　雨引小学校
暑中見舞い賞 はがき作文 中学校1年生 古谷　美優 高知県 いの町立　伊野南中学校
暑中見舞い賞 はがき作文 中学校3年生 谷口　愛佳 東京都 町田市立　金井中学校
暑中見舞い賞 はがき作文 高校3年生 宮﨑　栞那 長崎県 私立　向陽高等学校



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 濱口　藍里 高知県 私立　みさと幼稚園

金賞 絵手紙 幼児 吉仲　真優 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
金賞 絵手紙 幼児 髙橋　昊太 大阪府 私立　星の光幼稚園
金賞 絵手紙 幼児 坂井　貴凜 兵庫県 私立　蕙こども園
銀賞 絵手紙 幼児 山先　未矩 広島県 私立　向原こばと園
銀賞 絵手紙 幼児 柴﨑　千晶 群馬県 私立　榛東北部保育園
銀賞 絵手紙 幼児 佐藤　蒼馬 岐阜県 私立　清泰保育園
銀賞 絵手紙 幼児 川村　優多 大阪府 阪南市立　石田保育所
銀賞 絵手紙 幼児 二瓶　沙樹 大阪府 私立　東野田ちどり保育園
銅賞 絵手紙 幼児 小松　侑矢 兵庫県 私立　第５かくりん保育園
銅賞 絵手紙 幼児 北島　桃花 北海道 私立　余市杉の子幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 菅野　真澄 山形県 私立　子供の城保育園
銅賞 絵手紙 幼児 井草　璃音 群馬県 私立　三恵保育園
銅賞 絵手紙 幼児 寳住　誠人 富山県 私立　国吉光徳保育園
銅賞 絵手紙 幼児 福島　佐和 大阪府 私立　青い鳥学園
銅賞 絵手紙 幼児 内海　癒星 兵庫県 私立　認定こども園 せきれい保育園
銅賞 絵手紙 幼児 主島　ゆめ 奈良県 奈良市立　あやめ池幼稚園
銅賞 絵手紙 幼児 木村　康佑 山口県 私立　源空寺保育園
銅賞 絵手紙 幼児 前田　優月 佐賀県 伊万里市立　南波多保育園
佳作 絵手紙 幼児 会田　睦希 埼玉県 私立　みのべ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 松﨑　紫 千葉県 私立　ひかり保育園
佳作 絵手紙 幼児 石井　大稀 千葉県 成田市立　高岡保育園
佳作 絵手紙 幼児 北野　湧仁 富山県 私立　かたかご幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 三善　優花 静岡県 沼津市立　大平幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 福田　慶次 三重県 私立　昭和保育園
佳作 絵手紙 幼児 河野　葉梛 奈良県 私立　ハルナ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 大成　宗一郎 広島県 私立　西部めばえ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 竹川　颯助 福岡県 私立　くさみ幼稚園
佳作 絵手紙 幼児 徳元　皇介 沖縄県 私立　平安幼稚園

審査員特別賞 絵手紙 幼児 佐藤　恵太 山口県 私立　西浦保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 川口　律人 茨城県 私立　ラ・フェリーチェ保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 阿南　徠已 大分県 私立　めばえ乳児園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 星野　直澄 埼玉県 私立　角栄幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 太田　良成 東京都 私立　北山幼稚園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 登日　みなみ 兵庫県 私立　恵泉保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 濵松　倫奈 岡山県 私立　第二さくら保育園
審査員特別賞 絵手紙 幼児 夏田　清正 宮崎県 延岡市立　南幼稚園

文部科学大臣賞 絵手紙 小学校3年生 掛川　歩夢 茨城県 阿見町立　舟島小学校
日本郵便賞 絵手紙 小学校1年生 坂本　結 福島県 いわき市立　磐崎小学校

金賞 絵手紙 小学校2年生 大澤　拓 宮城県 国立　宮城教育大学附属小学校
金賞 絵手紙 小学校2年生 新井　貴也 埼玉県 川越市立　武蔵野小学校
金賞 絵手紙 小学校3年生 宮原　瑠生 長崎県 長崎市立　高城台小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 日野　伶渚 神奈川県 横浜市立　川島小学校
銀賞 絵手紙 小学校1年生 本村　駿典 佐賀県 江北町立　江北小学校
銀賞 絵手紙 小学校2年生 松本　菜乃香 神奈川県 横浜市立　日吉南小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 落合　紗代 福島県 広野町立　広野小学校
銀賞 絵手紙 小学校3年生 佐藤　優志 広島県 広島市立　祇園小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 河島　柊哉 茨城県 守谷市立　黒内小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 グレイス　愛　エンジェル 群馬県 前橋市立　月田小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 古米　大志 千葉県 浦安市立　東野小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 宮﨑　はなり 東京都 中央区立　日本橋小学校
銅賞 絵手紙 小学校1年生 富永　大楽 京都府 私立　立命館小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 結　那仁 東京都 八王子市立　長沼小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 近藤　大志 福井県 福井市　和田小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 小原　みなみ 愛知県 岡崎市立　岡崎小学校
銅賞 絵手紙 小学校2年生 中野　知咲希 和歌山県 紀の川市立　粉河小学校
銅賞 絵手紙 小学校3年生 今村　唯菜 佐賀県 上峰町立　上峰小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 大久保　龍眞 青森県 五戸町立　切谷内小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 井木　稜太 群馬県 高崎市立　倉賀野小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 関根　康大 群馬県 前橋市立　元総社小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 岩﨑　煌大 埼玉県 新座市立　野火止小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 井門　奏斗 兵庫県 神戸市立　千鳥が丘小学校
佳作 絵手紙 小学校2年生 髙田　葵 福岡県 春日市立　春日東小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 福田　准平 千葉県 成田市立　吾妻小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 武山　瑠香 東京都 私立　青山学院初等部
佳作 絵手紙 小学校3年生 室山　心優 兵庫県 伊丹市立　南小学校
佳作 絵手紙 小学校3年生 川嶋　悠生 熊本県 天草市立　本渡北小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 吉田　真衣 群馬県 安中市立　磯部小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校1年生 土井　結愛 兵庫県 川西市立　緑台小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 金田　旺我 福島県 会津若松市立　城南小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校2年生 谷内　颯心 愛媛県 宇和島市立　岩松小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 稲村　心 福島県 福島市立　蓬莱小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 植松　俊介 神奈川県 藤沢市立　御所見小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 島﨑　大雅 熊本県 荒尾市立　万田小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校3年生 川﨑　翼 宮崎県 宮崎市立　七野小学校

第48回手紙作文コンクール　絵手紙部門　入賞者一覧 （ 188名 ）



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4年生 田村　惟王汰 埼玉県 さいたま市立　大宮小学校

日本郵便賞 絵手紙 小学校6年生 佐久間　南美 千葉県 千葉市立　寒川小学校
金賞 絵手紙 小学校4年生 相島　智美 東京都 私立　東京創価小学校
金賞 絵手紙 小学校4年生 小池　優花 神奈川県 横浜市立　南山田小学校
金賞 絵手紙 小学校6年生 藤原　大輔 兵庫県 加西市立　北条東小学校
銀賞 絵手紙 小学校4年生 宮﨑　優奈 香川県 三豊市立　詫間小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 浅子　眞廣 埼玉県 さいたま市立　片柳小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 根津　歩佳 埼玉県 川越市立　山田小学校
銀賞 絵手紙 小学校5年生 佐藤　稜真 東京都 私立　青山学院初等部
銀賞 絵手紙 小学校5年生 山田　萌華 広島県 東広島市立　三ツ城小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 伊藤　楓菜 埼玉県 朝霞市立　朝霞第四小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 村上　翼 静岡県 伊豆の国市立　大仁北小学校
銅賞 絵手紙 小学校4年生 松岡　冴祐 愛媛県 今治市立　鳥生小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 山畑　拓也 埼玉県 川越市立　大東東小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 古澤　夏都美 神奈川県 小田原市立　国府津小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 山本　珠寧 神奈川県 相模原市立　大沼小学校
銅賞 絵手紙 小学校5年生 横田　心海 佐賀県 上峰町立　上峰小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 三澤　真澄 福島県 西郷村立　小田倉小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 天達　皓大 埼玉県 川越市立　上戸小学校
銅賞 絵手紙 小学校6年生 辻本　和望 富山県 高岡市立　能町小学校
佳作 絵手紙 小学校4年生 德久　蒼空 埼玉県 熊谷市立　江南南小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 塩本　朋花 東京都 私立　東洋英和女学院小学部
佳作 絵手紙 小学校5年生 藤川　瑛大 静岡県 浜松市立　東小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 石井　采希 岡山県 倉敷市立　乙島小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 伊藤　かもめ 広島県 海田町立　海田東小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 檜垣　亮弥 愛媛県 松山市立　みどり小学校
佳作 絵手紙 小学校5年生 伊藤　想真 佐賀県 鳥栖市立　鳥栖北小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 老田　皓貴 富山県 富山市立　五福小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 菅原　千優 大阪府 大阪市立　御幣島小学校
佳作 絵手紙 小学校6年生 早川　翔 岡山県 岡山市立　庄内小学校

審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 及川　倖奈 宮城県 栗原市立　高清水小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 大塚　旬仁 茨城県 古河市立　西牛谷小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 小松　大騎 長野県 長野市立　篠ノ井西小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 礒山　遥 岡山県 倉敷市立　茶屋町小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校4年生 鬼丸　稜人 広島県 東広島市立　三ツ城小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 古荘　雪羽 埼玉県 さいたま市立　善前小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校5年生 小澤　心海 静岡県 静岡市立　清水興津小学校
審査員特別賞 絵手紙 小学校6年生 沼田　梨誉 埼玉県 蓮田市立　平野小学校

文部科学大臣賞 絵手紙 中学校3年生 稲川　陽菜 北海道 私立　立命館慶祥中学校
日本郵便賞 絵手紙 中学校3年生 石川　楓 埼玉県 深谷市立　深谷中学校

金賞 絵手紙 中学校1年生 公文　あかり 千葉県 松戸市立　小金中学校
金賞 絵手紙 中学校2年生 佐藤　愛星 山形県 南陽市立　沖郷中学校
金賞 絵手紙 中学校3年生 林原　涼子 富山県 魚津市立　西部中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 安藤　瞳 埼玉県 さいたま市立　植水中学校
銀賞 絵手紙 中学校1年生 鍋野　涼雅 大阪府 吹田市立　第六中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 飯野　莉奈 栃木県 小山市立　小山城南中学校
銀賞 絵手紙 中学校2年生 華岡　千紘 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
銀賞 絵手紙 中学校3年生 木田　瑞穂 東京都 板橋区立　中台中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 佐々木　佑季 埼玉県 深谷市立　深谷中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 大曽　麗慈 長崎県 新上五島町立　上五島中学校
銅賞 絵手紙 中学校1年生 安　大智 鹿児島県 瀬戸内町立　古仁屋中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 髙橋　恵理菜 神奈川県 川崎市立　橘中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 堀井　咲花 京都府 京田辺市立　田辺中学校
銅賞 絵手紙 中学校2年生 井上　伊吹 香川県 高松市立　古高松中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 所　恵菜 北海道 札幌市立　明園中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 照井　つぐみ 岩手県 花巻市立　石鳥谷中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 島袋　菜月 神奈川県 川崎市立　日吉中学校
銅賞 絵手紙 中学校3年生 三浦　凜南 京都府 京田辺市立　田辺中学校
佳作 絵手紙 中学校1年生 山中　葉奈子 東京都 世田谷区立　上祖師谷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 佐藤　のぞみ 山形県 南陽市立　沖郷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 金子　萌々 埼玉県 深谷市立　深谷中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 西條　未生 東京都 板橋区立　中台中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 古賀　裕菜 神奈川県 横浜市立　永田中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 佐橋　奈緒子 愛知県 小牧市立　篠岡中学校
佳作 絵手紙 中学校2年生 角谷　瑛子 兵庫県 姫路市立　城山中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 小泉　瑠奈 福島県 田村市立　大越中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 森田　雪乃 群馬県 みどり市立　東中学校
佳作 絵手紙 中学校3年生 丸橋　礼奈 福岡県 大野城市立　大野中学校

審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 江川　瑞菜 愛知県 国立　愛知教育大学附属岡崎中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校1年生 本野　華 福岡県 太宰府市立　学業院中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 鹿糠　由紀乃 岩手県 盛岡市立　下小路中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 佐藤　奈々子 岩手県 花巻市立　石鳥谷中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校2年生 田中　秀樹 滋賀県 大津市立　皇子山中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 宮前　龍 京都府 京田辺市立　田辺中学校
審査員特別賞 絵手紙 中学校3年生 半田　珠梨 大阪府 吹田市立　第六中学校



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3年生 大野　菜月 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校

日本郵便賞 絵手紙 高校2年生 長澤　朋奈実 東京都 私立　東亜学園高等学校
金賞 絵手紙 高校1年生 髙垣　直矢 広島県 県立　尾道東高等学校
金賞 絵手紙 高校3年生 疋田　小梅 北海道 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
金賞 絵手紙 高校3年生 釜谷　優律亜 大阪府 府立　港南造形高等学校
銀賞 絵手紙 高校1年生 内藤　菫 福井県 県立　武生高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 高野　黎 東京都 私立　潤徳女子高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 入江　紗羅 富山県 私立　富山第一高等学校
銀賞 絵手紙 高校2年生 大川　恵美里 佐賀県 私立　龍谷高等学校
銀賞 絵手紙 高校3年生 福島　汐莉 千葉県 私立　千葉聖心高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 中道　神那 北海道 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
銅賞 絵手紙 高校1年生 糟谷　晴 京都府 私立　立命館高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 岩木　里紗 東京都 私立　潤徳女子高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 野中　真理子 東京都 私立　東亜学園高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 木口　芽衣 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 村上　桃香 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 森　菜々美 滋賀県 県立　堅田高等学校
銅賞 絵手紙 高校2年生 藤川　桂伍 大阪府 府立　農芸高等学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 石ヶ森　弘樹 岩手県 国立　岩手大学教育学部附属特別支援学校
銅賞 絵手紙 高校3年生 小池　悠理 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 石鍋　亜津紀 東京都 私立　潤徳女子高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 伊藤　可南子 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 森　ひな乃 愛知県 県立　稲沢高等学校
佳作 絵手紙 高校1年生 扇本　瑞穂 大阪府 府立　農芸高等学校
佳作 絵手紙 高校2年生 城守　爽音 北海道 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 小山　天香 北海道 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 鈴木　千晴 千葉県 私立　千葉聖心高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 川本　桃子 東京都 都立　工芸高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 灰野　佳那 大阪府 府立　港南造形高等学校
佳作 絵手紙 高校3年生 安田　愛美 大阪府 府立　港南造形高等学校

審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 矢部　柚季 東京都 私立　東亜学園高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 李　馨 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校1年生 河見　柊華 大阪府 府立　農芸高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 髙橋　大和 岩手県 国立　岩手大学教育学部附属特別支援学校
審査員特別賞 絵手紙 高校2年生 豊原　菜月 東京都 私立　東亜学園高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 宮﨑　茜 埼玉県 私立　浦和麗明高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 山川　真季 千葉県 私立　千葉聖心高等学校
審査員特別賞 絵手紙 高校3年生 山本　実央 滋賀県 県立　堅田高等学校

暑中見舞い賞
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 髙橋　昊太 大阪府 私立　星の光幼稚園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 菅野　真澄 山形県 私立　子供の城保育園
暑中見舞い賞 絵手紙 幼児 福島　佐和 大阪府 私立　青い鳥学園
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 大久保　龍眞 青森県 五戸町立　切谷内小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校2年生 小原　みなみ 愛知県 岡崎市立　岡崎小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校3年生 今村　唯菜 佐賀県 上峰町立　上峰小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 伊藤　楓菜 埼玉県 朝霞市立　朝霞第四小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校4年生 宮﨑　優奈 香川県 三豊市立　詫間小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 小学校5年生 根津　歩佳 埼玉県 川越市立　山田小学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校1年生 鍋野　涼雅 大阪府 吹田市立　第六中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 林原　涼子 富山県 魚津市立　西部中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 中学校3年生 三浦　凜南 京都府 京田辺市立　田辺中学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校2年生 大川　恵美里 佐賀県 私立　龍谷高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 疋田　小梅 北海道 北海道おといねっぷ美術工芸高等学校
暑中見舞い賞 絵手紙 高校3年生 小池　悠理 神奈川県 私立　東海大学付属相模高等学校


