
賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 山口 下関市立熊野小学校 小１ 志摩　修斗 ＪＡ下関

条幅の部 香川 高松市立太田南小学校 小３ 岡　愛姫 ＪＡ香川県

愛知 名古屋市立味鋺小学校 小５ 小野　心丸知 ＪＡなごや

千葉 松戸市立第六中学校 中２ 木村　愛美 ＪＡとうかつ中央

農林水産大臣賞 熊本 玉名市立小天小学校 小２ 坂本　聖心 ＪＡたまな

半紙の部 青森 青森市立浪岡北小学校 小４ 佐藤　仁理 ＪＡ青森

和歌山 紀の川市立田中小学校 小６ 河内　菜々香 ＪＡ紀の里

沖縄 昭和薬科大学附属中学校 中３ 佐藤　沙耶香 ＪＡおきなわ

文部科学大臣賞 岡山 岡山市立平福小学校 小２ 山中　千鶴 ＪＡ岡山

条幅の部 大分 臼杵市立野津小学校 小４ 亀山　沙來 ＪＡおおいた

静岡 牧之原市立相良小学校 小６ 矢部　ひかり ＪＡハイナン

茨城 水戸市立見川中学校 中３ 武藤　理歩 ＪＡ水戸

文部科学大臣賞 東京 青梅市立成木小学校 小１ 阪田　莉音 ＪＡ西東京

半紙の部 岡山 倉敷市立児島小学校 小３ 松下　晴香 ＪＡ倉敷かさや

大阪 大阪教育大学附属平野小学校 小５ 前田　凜太郎 ＪＡ大阪市

宮崎 宮崎市立宮崎西中学校 中２ 小宮　まゆり ＪＡ宮崎中央

全国農業協同組合中央会会長賞 宮崎 宮崎市立本郷小学校 小１ 松本　晃明 ＪＡ宮崎中央

条幅の部 山梨 笛吹市立御坂西小学校 小３ 小倉　莉緒菜 ＪＡふえふき

埼玉 羽生市立手子林小学校 小５ 鈴木　琴子 ＪＡほくさい

茨城 笠間市立岩間中学校 中１ 生駒　たまを JA常陸

全国農業協同組合中央会会長賞 青森 青森市立浪打小学校 小２ 奈良　ひより ＪＡ青森

半紙の部 香川 さぬき市立志度小学校 小４ 久米川　寛太 ＪＡ香川県

徳島 徳島市助任小学校 小６ 木本　実佑 ＪＡ徳島市

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中１ 須藤　大翔 JAつがる弘前

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 熊本 宇城市立豊福小学校 小２ 沖田　琥珀 ＪＡ熊本うき

条幅の部 石川 白山市立千代野小学校 小４ 　　本　ひまり ＪＡ松任

千葉 館山市立北条小学校 小６ 佐野　文香 ＪＡ安房

岡山 岡山市立吉備中学校 中２ 広瀬　光汰 ＪＡ岡山

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小１ 柳谷　祐希 ＪＡ新いわて

半紙の部 茨城 茨城町立青葉小学校 小３ 中根　綾香 ＪＡ水戸

埼玉 鴻巣市立広田小学校 小５ 齋藤　優香 ＪＡほくさい

茨城 水戸市立双葉台中学校 中３ 舘野　穂香 JA水戸

全国共済農業協同組合連合会 埼玉 羽生市立羽生北小学校 小１ 岡田　莉奈 ＪＡほくさい

会長賞･金賞 徳島 三好市立池田小学校 小２ 木村　奏音 ＪＡ阿波みよし

条幅の部 埼玉 上尾市立上平小学校 小３ 田山　愛生 ＪＡさいたま

愛知 名古屋市立小幡小学校 小４ 種村　名菜 ＪＡなごや

千葉 館山市立九重小学校 小５ 池田　希帆 ＪＡ安房

佐賀 佐賀市立循誘小学校 小６ 古賀　成美 ＪＡ佐賀市中央

宮崎 延岡市立岡富中学校 中１ 小森田　夏実 ＪＡ延岡

徳島 三好市立池田中学校 中２ 藤村　実穂 ＪＡ阿波みよし

静岡 静岡理工科大学星陵中学校 中３ 望月　奈治 ＪＡ富士宮

全国共済農業協同組合連合会 埼玉 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 小１ 清水　陽音 ＪＡいるま野

会長賞･金賞 山口 下松市立久保小学校 小２ 武智　春香 ＪＡ周南

半紙の部 北海道 札幌市立緑丘小学校 小３ 髙橋　優花 ー

徳島 つるぎ町立半田小学校 小４ 鎌倉　芽生 ＪＡ美馬

福井 坂井市立大石小学校 小５    田　穂花 ＪＡはるえ

宮崎 西米良村立村所小学校 小６ 西　萌子 ＪＡ西都

宮崎 宮崎市立檍中学校 中１ 若松　秀磨 ＪＡ宮崎中央

茨城 水戸市立赤塚中学校 中２ 柏　亜美 ＪＡ水戸

東京 青梅市立第二中学校 中３ 髙橋　華楓 ＪＡ西東京

第61回（平成29年度） JA共済全国小・中学生 書道コンクール入賞者一覧

・石川県 小4 辻本 ひまりさんの【辻】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・福井県 小5 笈田穂花さんの【笈】が外字。（「竹」かんむりに「及」となります。）



賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 山形 東根市立東根中部小学校 小１ 植松　可恵 ＪＡさくらんぼひがしね

会長賞･銀賞 三重 四日市市立高花平小学校 小１ 松岡　由真 ＪＡみえきた

条幅の部 千葉 鋸南町立鋸南小学校 小２ 池田　崇真 ＪＡ安房

高知 南国市立大篠小学校 小２ 伊藤　綾南 ＪＡ南国市

千葉 館山市立北条小学校 小３ 佐野　日香 ＪＡ安房

新潟 新潟大学教育学部附属長岡小学校 小３ 新保　心菜 ー

茨城 茨城町立長岡小学校 小４ 野村　美空 ＪＡ水戸

京都 亀岡市立大井小学校 小４ 橋本　茉歩 ＪＡ京都

宮城 仙台市立八乙女小学校 小５ 東海林　雪乃 ＪＡ仙台

茨城 つくば市立輝翔学園谷田部小学校 小５ 細川　知由 ＪＡつくば市谷田部

埼玉 羽生市立羽生北小学校 小６ 岡田　航平 ＪＡほくさい

山梨 韮崎市立韮崎北東小学校 小６ 仲田　葵 ＪＡ梨北

静岡 牧之原市立相良中学校 中１ 本多　飛童 ＪＡハイナン

岡山 玉野市立東児中学校 中１ 中道　美愛里 ＪＡ岡山

山梨 駿台甲府中学校 中２ 宮川　ひより ＪＡ甲府市

岐阜 各務原市立那加中学校 中２ 田中　美琉 ＪＡぎふ

青森 鶴田町立鶴田中学校 中３ 乘田　沙梨 ＪＡつがるにしきた

群馬 太田市立宝泉中学校 中３ 白須　由唯 ＪＡ太田市

全国共済農業協同組合連合会 千葉 茂原市立中の島小学校 小１ 久保埜　心月 ＪＡ長生

会長賞･銀賞 三重 四日市市立大矢知興譲小学校 小１ 井上　碧 ＪＡみえきた

半紙の部 茨城 茨城町立青葉小学校 小２ えびさわ　そら ＪＡ水戸

宮崎 宮崎市立広瀬小学校 小２ 吉田　謙信 ＪＡ宮崎中央

千葉 長南町立長南小学校 小３ 髙𣘺　慶多 ＪＡ長生

兵庫 小野市立大部小学校 小３ 本田　心音 ＪＡ兵庫みらい

山梨 甲府市立大国小学校 小４ 河野　海月 ＪＡ甲府市

岐阜 岐阜市立明郷小学校 小４ 杉村　蓮里 ＪＡぎふ

山口 下関市立一の宮小学校 小５ 佐々田　瑠華 ＪＡ下関

沖縄 南風原町立北丘小学校 小５ 金城　志歩 ＪＡおきなわ

長野 上田市立南小学校 小６ 石井　しなの ＪＡ信州うえだ

愛知 小牧市立村中小学校 小６ 東　咲歩 ＪＡ尾張中央

千葉 茂原市立東中学校 中１ 白井　茉衣 ＪＡ長生

和歌山 岩出市立岩出第二中学校 中１ 増井　柚月 ＪＡ紀の里

愛知 北名古屋市立師勝中学校 中２ 関根　萌々花 ＪＡ西春日井

愛媛 西条市立丹原東中学校 中２ 今井　咲佑 ＪＡ周桑

千葉 千葉市立おゆみ野南中学校 中３ 五嶋　彩花 ＪＡ千葉みらい

富山 入善町立入善中学校 中３ 小林　季瑚 ＪＡみな穂

第61回（平成29年度） JA共済全国小・中学生 書道コンクール入賞者一覧

・千葉県 小3 髙橋 慶多さんの【橋】が外字。（「橋」は「𣘺」となります。）



賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 茨城 常総市立岡田小学校 小１ こたけ　りな ＪＡ常総ひかり

会長賞･銅賞 福岡 須恵町立須恵第二小学校 小１ 　 口　正宗 ー

条幅の部 長崎 五島市立福江小学校 小１ 坂本　李記 ＪＡごとう

青森 青森市立浪岡野沢小学校 小２ 齋藤　大河 ＪＡ青森

山梨 笛吹市立八代小学校 小２ 黒澤　弥来 ＪＡふえふき

大阪 泉大津市立穴師小学校 小２ 　 川　泰平 ＪＡいずみの

福井 坂井市立加戸小学校 小３ 向野　一え ＪＡ花咲ふくい

鳥取 大山町立大山西小学校 小３ 河上　由依 ＪＡ鳥取西部

広島 呉市立呉中央小学校 小３ 伊東　琥子 ＪＡ呉

大阪 堺市立御池台小学校 小４ 矢野　佳音 ＪＡ堺市

和歌山 岩出市立中央小学校 小４ 粉川　隼汰 ＪＡ紀の里

岡山 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学附属小学校 小４ 尾﨑　翔也 ＪＡ岡山

群馬 前橋市立原小学校 小５ 小林　兜真 ＪＡ前橋市

大阪 高石市立羽衣小学校 小５ 野中　月愛 ＪＡいずみの

香川 高松市立多肥小学校 小５ 山中　槙子 ＪＡ香川県

愛知 みよし市立緑丘小学校 小６ 野口　瑞葵 ＪＡあいち豊田

三重 四日市市立富洲原小学校 小６ 水谷　奈緒 ＪＡみえきた

岡山 岡山市立吉備小学校 小６ 間野　結 ＪＡ岡山

和歌山 有田市立保田中学校 中１ 岩﨑　梨好 ＪＡありだ

鳥取 米子市立尚徳中学校 中１ 木山　弥優 ＪＡ鳥取西部

鹿児島 鹿児島市立甲南中学校 中１ 福嶋　優莉 ＪＡかごしま中央

福島 南会津町立荒海中学校 中２ 星　朋葉 ＪＡ会津よつば

京都 京都女子中学校 中２ 水江　今日花 JA京都市

鹿児島 鹿児島大学教育学部附属中学校 中２ 津曲　真衣 ＪＡかごしま中央

東京 八王子市立鑓水中学校 中３ 佐藤　睦姫 ＪＡ八王子

香川 三豊市立三野津中学校 中３ 三好　佑季 ＪＡ香川県

沖縄 豊見城市立長嶺中学校 中３ 野原　健斗 ＪＡおきなわ

全国共済農業協同組合連合会 滋賀 大津市立小松小学校 小１ 五十嵐　航太 ＪＡレーク大津

会長賞･銅賞 兵庫 神戸市立竹の台小学校 小１ 端　菜々美 ＪＡ兵庫六甲

半紙の部 島根 松江市立古志原小学校 小１ 岡　桃子 ＪＡしまね

神奈川 平塚市立金田小学校 小２ 飯田　真優 ＪＡ湘南

静岡 牧之原市立相良小学校 小２ 植田　獅星 ＪＡハイナン

愛媛 今治市立常盤小学校 小２ 石丸　侑花 ＪＡおちいまばり

大阪 高槻市立日吉台小学校 小３ 明石　結衣 ＪＡたかつき

和歌山 広川町立津木小学校 小３ 落合　結菜 ＪＡありだ

宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小３ 川越　美来 ＪＡ宮崎中央

山形 鶴岡市立広瀬小学校 小４ 渡部　未蘭 ＪＡ庄内たがわ

栃木 佐野市立犬伏東小学校 小４ 神山　美優 ＪＡ佐野

長崎 佐世保市立祇園小学校 小４ 黑田　咲月 ＪＡながさき西海

青森 平川市立松崎小学校 小５ 對馬　愛佳 ＪＡ津軽みらい

奈良 御所市立御所小学校 小５ 松嶌　芽生 ＪＡならけん

鳥取 米子市立淀江小学校 小５ 金本　恋 ＪＡ鳥取西部

茨城 笠間市立岩間第三小学校 小６ 丹治　光 ＪＡ常陸

山梨 笛吹市立境川小学校 小６ 宮川　いろは ＪＡふえふき

静岡 島田市立金谷小学校 小６ 德田　陽菜 ＪＡ大井川

静岡 静岡大学教育学部附属島田中学校 中１ 田代　愛実 ＪＡ大井川

大阪 和泉市立光明台中学校 中１ 望月　祥貴 ＪＡいずみの

愛媛 愛媛大学教育学部附属中学校 中１ 藤澤　佑樹 ＪＡえひめ中央

奈良 奈良学園登美ヶ丘中学校 中２ 和田　来海 ＪＡならけん

熊本 益城町立木山中学校 中２ 守住　唯 ＪＡかみましき

沖縄 糸満市立西崎中学校 中２ 外間　由梨 ＪＡおきなわ

鳥取 米子市立淀江中学校 中３ 冨田　咲希 ＪＡ鳥取西部

岡山 玉野市立東児中学校 中３ 髙塚　紅音 ＪＡ岡山

鹿児島 鹿児島大学教育学部附属中学校 中３ 尾曲　円 ＪＡかごしま中央
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・福岡県 小1 樋口 正宗さんの【樋】が外字。（しんにょうの点が1点になります。）
・大阪府 小2 辻川 泰平さんの【辻】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・東京都 八王子市立 水中学校の【 】が外字。（しんにょうの点が2点となります。）
・長崎県 佐世保市立祗園小学校の【祗】が外字。（示すの右は「氏」となります。）
・鳥取県 中3 富田 咲希さんの【富】が外字。（「宀」が「冖」となります。）



第61回（平成29年度） JA共済全国小・中学生 書道コンクール入賞者一覧

・奈良県 帝塚山学園帝塚山小学校の【塚】が外字。（「塚」は「塚」となります。）
・福井県 小5 笈田穂花さんの【笈】が外字。（「竹」かんむりに「及」となります。）

賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 青森 青森市立浪岡野沢小学校 小１ 齋藤　真里愛 ＪＡ青森

会長賞･佳作 神奈川 秦野市立本町小学校 小１ 熊澤　巧 ＪＡはだの

条幅の部 山梨 甲府市立玉諸小学校 小１ 眞野　兼伸 ＪＡ甲府市

滋賀 彦根市立城西小学校 小１ 松本　咲希 ＪＡ東びわこ

広島 呉市立天応小学校 小１ 沖藤　有純 ＪＡ呉

佐賀 佐賀市立春日北小学校 小１ 神代　詩歩 ＪＡさが

熊本 宇城市立松橋小学校 小１ 前田　みゆ ＪＡ熊本うき

岩手 盛岡市立城北小学校 小２ 佐々木　琉斗 ＪＡいわて中央

栃木 宇都宮市立陽南小学校 小２ 福冨　叶望 ＪＡうつのみや

富山 射水市立中太閤山小学校 小２ 柴田　萌衣 ＪＡいみず野

奈良 帝塚山学園帝塚山小学校 小２ 坂口　ひな子 JAならけん

和歌山 有田市立保田小学校 小２ 橋本　早究 ＪＡありだ

島根 松江市立津田小学校 小２ 井上　創太 ＪＡしまね

鹿児島 鹿児島市立桜丘西小学校 小２ 富加見　舜 ＪＡグリーン鹿児島

北海道 札幌市立緑丘小学校 小３ 髙橋　優花 ー

岩手 盛岡市立城北小学校 小３ 瀬川　ちひろ ＪＡいわて中央

山形 鶴岡市立羽黒第二小学校 小３ 丸山　華乃 ＪＡ庄内たがわ

長野 宮田村立宮田小学校 小３ 加藤　はつき ＪＡ上伊那

滋賀 草津市立草津小学校 小３ 須山　咲香 ＪＡ草津市

奈良 橿原市立耳成南小学校 小３ 佐伯　文香 ＪＡならけん

熊本 八代市立千丁小学校 小３ 蓑田　菜摘 ＪＡやつしろ

富山 滑川市立東部小学校 小４ 中坪　愛里 ＪＡアルプス

兵庫 神戸市立唐櫃小学校 小４ 楠本　颯士朗 ＪＡ兵庫六甲

奈良 桜井市立大福小学校 小４ 竹野　維乃 ＪＡならけん

香川 高松市立木太北部小学校 小４ 山地　心音 ＪＡ香川県

愛媛 今治市立立花小学校 小４ 阿部　琴美 ＪＡ今治立花

高知 高知市立一ツ橋小学校 小４ 德弘　愛理 ＪＡ高知市

宮崎 宮崎大学教育学部附属小学校 小４ 西川　和希 ＪＡ宮崎中央

岩手 盛岡市立城北小学校 小５ 山本　愛 ＪＡいわて中央

石川 金沢市立戸板小学校 小５ 井波　結彩 ＪＡ金沢中央

福井 坂井市立大石小学校 小５               田　穂花 ＪＡはるえ

静岡 御前崎市立浜岡北小学校 小５ 櫻井　夢歩 ＪＡ遠州夢咲

徳島 三好市立池田小学校 小５ 麻木　結加 ＪＡ阿波みよし

長崎 松浦市立御厨小学校 小５ 小松　玲雄 ＪＡながさき西海

沖縄 南風原町立北丘小学校 小５ 金城　志歩 ＪＡおきなわ
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賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 宮城 仙台市立北中山小学校 小６ 細川　季詩 ＪＡ仙台

会長賞･佳作 茨城 結城市立結城小学校 小６ 小沼　さくら ＪＡ北つくば

条幅の部の続き 東京 青梅市立吹上小学校 小６ 片桐　菜緒 ＪＡ西東京

神奈川 相模原市立串川小学校 小６ 堺　有輝 ＪＡ津久井郡

兵庫 たつの市立神部小学校 小６ 田代　双 ＪＡ兵庫西

山口 下関市立一の宮小学校 小６ 東屋　志歩 ＪＡ下関

宮崎 宮崎市立江南小学校 小６ 本田　有璃子 ＪＡ宮崎中央

青森 藤崎町立明徳中学校 中１ 古川　空侑 ＪＡ津軽みらい

宮城 仙台市立南光台東中学校 中１ 佐藤　心葉 ＪＡ仙台

福島 会津若松市立第一中学校 中１ 星　晴夏 ＪＡ会津よつば

群馬 前橋市立みずき中学校 中１ 染谷　汐里 ＪＡ前橋市

東京 青梅市立第七中学校 中１ 新井　珠貴 ＪＡ西東京

愛知 岡崎市立額田中学校 中１ 川澄　莉子 ＪＡあいち三河

広島 呉市立広中央中学校 中１ 有田　志歩 ＪＡ呉

秋田 横手市立平鹿中学校 中２ 清水　脩羽 ー

静岡 焼津市立大村中学校 中２ 入倉　芽生 ＪＡ大井川

兵庫 赤穂市立赤穂中学校 中２ 宮本　佳穂 ＪＡ兵庫西

和歌山 和歌山市立有功中学校 中２ 近藤　奈結 ＪＡわかやま

山口 下関市立勝山中学校 中２ 工藤　琉楠 ＪＡ下関

香川 高松市立香川第一中学校 中２ 乃村　汐奈 ＪＡ香川県

宮崎 宮崎市立久峰中学校 中２ 志水　ほのか ＪＡ宮崎中央

栃木 小山市立小山中学校 中３ 松島　七海 ＪＡおやま

神奈川 大磯町立国府中学校 中３ 竹村　実夏 ＪＡ湘南

三重 桑名市立陽和中学校 中３ 後藤　菜の子 ＪＡみえきた

兵庫 豊岡市立日高東中学校 中３ 坪内　琳 ＪＡたじま

徳島 三好市立三野中学校 中３ 小笠原　諒 ＪＡ阿波みよし

愛媛 今治市立南中学校 中３ 越智　星愛 ＪＡおちいまばり

佐賀 小城市立小城中学校 中３ 山口　桃子 ＪＡさが



賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 山形 鶴岡市立　 引東小学校 小１ 丸山　晴空 ＪＡ庄内たがわ

会長賞･佳作 栃木 鹿沼市立石川小学校 小１ 野中　凰士朗 ＪＡかみつが

半紙の部 京都 福知山市立惇明小学校 小１ 　 　結月 ＪＡ京都

広島 広島市立みどり坂小学校 小１ 奥井　凛 ＪＡ安芸

高知 高知市立初月小学校 小１ 池添　有真 ＪＡ高知市

大分 大分市立春日町小学校 小１ 柳井　星七 ＪＡおおいた

沖縄 南城市立大里北小学校 小１ はてるま　ようすけ ＪＡおきなわ

群馬 前橋市立上川渕小学校 小２ 鈴木　璃音 ＪＡ前橋市

長野 佐久市立佐久平浅間小学校 小２ 佐藤　史穣 ＪＡ佐久浅間

福井 坂井市立長畝小学校 小２ しんばし　しゅうた ＪＡ花咲ふくい

岐阜 揖斐川町立谷汲小学校 小２ 河村　知樹 ＪＡいび川

兵庫 たつの市立神岡小学校 小２ 國枝　咲希 ＪＡ兵庫西

岡山 早島町立早島小学校 小２ 林　真央 ＪＡ岡山西

長崎 佐世保市立山手小学校 小２ 山田　穂佳 ＪＡながさき西海

岩手 岩手大学教育学部附属小学校 小３ 菅生　紅恋葉 ＪＡいわて中央

長野 長野市立古牧小学校 小３ 滝口　結布 ＪＡながの

富山 高岡市立横田小学校 小３ 上坂　粋生 ＪＡ高岡

滋賀 守山市立立入が丘小学校 小３ 澤　明良 ＪＡおうみ冨士

山口 下松市立久保小学校 小３ 近藤　万暖 ＪＡ周南

高知 安芸市立穴内小学校 小３ 楠瀬　心実 ＪＡ土佐あき

長崎 佐世保市立花高小学校 小３ 森　耶哉子 ＪＡながさき西海

福島 会津美里町立高田小学校 小４ 阿久津　莉乃 ＪＡ会津よつば

千葉 船橋市立中野木小学校 小４ 谷澤　来美 ＪＡいちかわ

石川 七尾市立山王小学校 小４ 山田　美海 JA能登わかば

三重 伊勢市立城田小学校 小４ 　  　煌太 ＪＡ伊勢

京都 京田辺市立三山木小学校 小４ 小西　泉澄 ＪＡ京都やましろ

島根 益田市立吉田南小学校 小４ 倉本　悠良 ＪＡしまね

大分 日出町立豊岡小学校 小４ 曽根　匠真 ＪＡべっぷ日出

愛知 小牧市立本庄小学校 小５ 鬼頭　莉央 ＪＡ尾張中央

和歌山 有田市立保田小学校 小５ 橋本　学玖 ＪＡありだ

徳島 鳴門教育大学附属小学校 小５ 山根　由衣 ＪＡ徳島市

香川 さぬき市立長尾小学校 小５ 蓮井　友菜 ＪＡ香川県

高知 高知市立初月小学校 小５ 飯田　朱音 ＪＡ高知市

熊本 菊池市立隈府小学校 小５ 藤川　尚士 ＪＡ菊池

大分 別府市立石垣小学校 小５ 菅原　月愛 ＪＡべっぷ日出
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・山形県 鶴岡市立櫛引東小学校の【櫛】が外字。(「木」へんに「節」となります。)
・京都府 小1 辻 結月さんの【辻】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・三重県 小4 廣 煌太さんの【廣】が外字。（「广」の下は「黄」になります。）
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賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

全国共済農業協同組合連合会 岩手 岩手町立沼宮内小学校 小６ 福士　真菜 ＪＡ新いわて

会長賞･佳作 埼玉 春日部市立桜川小学校 小６ 安孫子　宥路 ＪＡ埼玉みずほ

半紙の部の続き 福井 福井市木田小学校 小６ 生田　開都 ＪＡ福井市

三重 紀宝町立鵜殿小学校 小６ 青木　彩名 ＪＡ三重南紀

京都 亀岡市立曽我部小学校 小６ 松浦　和花 ＪＡ京都

広島 呉市立川尻小学校 小６ 竹内　優希 ＪＡ芸南

愛媛 今治市立富田小学校 小６ 岸本　ひめ ＪＡおちいまばり

宮城 登米市立石越中学校 中１ 八巻　小花 ＪＡみやぎ登米

福島 福島県立会津学鳳中学校 中１ 鈴木　未来 ＪＡ会津よつば

群馬 群馬県立中央中等教育学校 中１ 阿久沢　果歩 ＪＡたかさき

愛知 安城市立東山中学校 中１ 米津　和 ＪＡあいち中央

滋賀 彦根市立鳥居本中学校 中１ 齊藤　彩矢音 ＪＡ東びわこ

長崎 長崎市立淵中学校 中１ 古場　愛梨 ＪＡ長崎せいひ

大分 別府市立北部中学校 中１ 牧　絵里加 ＪＡべっぷ日出

青森 弘前市立第三中学校 中２ 熊谷　洸哉 ＪＡつがる弘前

山形 鶴岡市立　 引中学校 中２ 石川　詩乃 ＪＡ庄内たがわ

千葉 市原市立東海中学校 中２ 櫻井　遥月 ＪＡ市原市

山梨 南アルプス市立若草中学校 中２ 望月　花央梨 ＪＡこま野

岐阜 高山市立日枝中学校 中２ 原田　みこと ＪＡひだ

島根 島根大学教育学部附属中学校 中２ 堤　祐尋 ＪＡしまね

長崎 佐世保市立祇園中学校 中２ 浦川　七海 ＪＡながさき西海

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中３ 猪股　由聖 ＪＡつがる弘前

兵庫 姫路市立神南中学校 中３ 青田　幸音 ＪＡ兵庫西

奈良 桜井市立桜井西中学校 中３ 森川　愛観 ＪＡならけん

和歌山 有田市立保田中学校 中３ 上田　夏瑠 ＪＡありだ

広島 広島市立祇園中学校 中３ 内藤　美晴 ＪＡ広島市

香川 丸亀市立東中学校 中３ 梶野　彩 ＪＡ香川県

佐賀 小城市立三日月中学校 中３ 本庄　紗与 ＪＡさが

・山形県 鶴岡市立櫛引中学校の【櫛】が外字。(「木」へんに「節」となります。)
・長崎県 佐世保市立祗園中学校の【祗】が外字。（示すの右は「氏」となります。）
・広島県 広島市立祗園中学校の【祗】が外字。（示すの右は「氏」となります。）


