
賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

内閣府特命担当大臣賞 島根 安来市立十神小学校 小2 佐藤　史都 ＪＡしまね

愛知 安城市立安城中部小学校 小5 内藤　壮馬 ＪＡあいち中央

静岡 長泉町立北中学校 中３ 清和　郁菜 ＪＡなんすん

農林水産大臣賞 山梨 笛吹市立一宮西小学校 小1 前島　里駈 ＪＡふえふき

岩手 北上市立江釣子小学校 小4 小林　るい ＪＡいわて花巻

福島 国見町立県北中学校 中1 清水　万優子 ＪＡふくしま未来

警察庁長官賞 岐阜 羽島市立堀津小学校 小1 番　翔太郎 ＪＡぎふ

青森 弘前市立城西小学校 小5 小林　摩弥 ＪＡつがる弘前

三重 鈴鹿市立白鳥中学校 中２ 杉本　雅弥 ＪＡ鈴鹿

文部科学大臣賞 奈良 田原本町立東小学校 小3 梅本　実佳 -

千葉 木更津市立八幡台小学校 小6 淡路　帆夏 ＪＡ木更津市

鹿児島 姶良市立帖佐中学校 中1 中原　瑠音 ＪＡあいら

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 京都 京丹波町立丹波ひかり小学校 小２ 浅井　直緒 ＪＡ京都

福岡 柳川市立大和小学校 小3 田中　菜々子 -

茨城 境町立長田小学校 小4 櫻井　愛美 -

広島 府中町立府中小学校 小6 中本　凜 ＪＡ広島市

兵庫 神戸海星女子学院中学校 中2 北居　由鈴名 -

鹿児島 西之表市立種子島中学校 中3 小山田　ななみ ＪＡ種子屋久

全国共済農業協同組合連合会 秋田 横手市立大森小学校 小1 鈴木　兜斗 ＪＡ秋田ふるさと

会長賞・金賞 大分 豊後高田市立三浦小学校 小2 隈井　琳大 ＪＡおおいた

京都 京田辺市立田辺小学校 小3 八木　日和 ＪＡ京都やましろ

青森 青森市立造道小学校 小4 安部　勇人 ＪＡ青森

沖縄 南城市立大里南小学校 小5 摩文仁　心音 ＪＡおきなわ

北海道 釧路市立芦野小学校 小6 齋藤　大翼 ＪＡ阿寒

熊本 合志市立西合志南中学校 中1 平川　希梨花 ＪＡ菊池

北海道 札幌市立山鼻中学校 中2 織田　千夏 ＪＡさっぽろ

京都 宮津市立栗田中学校 中3 柴田　木野 ＪＡ京都
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・北海道 小6 斎藤 大翼さんの【斎】が外字。（ 「斎」が「齋」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 石川 七尾市立徳田小学校 小１ 塚林　快斗 ＪＡ能登わかば

会長賞・銀賞 島根 江津市立郷田小学校 小１ 田中　賢太郎 ＪＡしまね

北海道 中富良野町立宇文小学校 小２ 山田　悠禅 ＪＡふらの

山形 天童市立高擶小学校 小２ 森谷　美宙 -

和歌山 和歌山市立吹上小学校 小３ 宇野　航成 ＪＡわかやま

愛媛 八幡浜市立喜須来小学校 小３ 河野　敬人 ＪＡにしうわ

岐阜 山県市立美山小学校 小４ 足立　芽唯 ＪＡぎふ

愛媛 大洲市立肱川小学校 小４ 金野　翠 ＪＡ愛媛たいき

京都 城陽市立富野小学校 小５ 南村　依里 ＪＡ京都やましろ

広島 福山市立今津小学校 小５ 浦上　陽夏 ＪＡ福山市

青森 弘前市立三省小学校 小６ 赤石　芽生 ＪＡつがる弘前

福島 いわき市立平第五小学校 小６ 上野　ルナ ＪＡ福島さくら

青森 むつ市立大湊中学校 中１ 満間　陽成 ＪＡ十和田おいらせ

宮城 名取市立第一中学校 中１ 佐藤　昌樹 ＪＡ名取岩沼

鳥取 大山町立名和中学校 中２ 森脇　　葵 ＪＡ鳥取西部

熊本 熊本市立長嶺中学校 中２ 佐伯　ひな ＪＡ熊本市

長野 中野市立中野平中学校 中３ 酒井 菜智 ＪＡ中野市

愛知 刈谷市立朝日中学校 中３ 多田　早織 ＪＡあいち中央
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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 福島 会津若松市立湊小学校 小１ 田中　まりな ＪＡ会津よつば

会長賞・銅賞 静岡 御殿場市立御殿場南小学校 小１ 相川　大和 ＪＡ御殿場

愛媛 伊予市立郡中小学校 小１ 伊藤　颯久 ＪＡえひめ中央

千葉 野田市立岩木小学校 小２ 本郷　鈴 ＪＡちば東葛

長野 上田市立塩田西小学校 小２ 滝澤　彩葉 ＪＡ信州うえだ

兵庫 姫路市立峰相小学校 小２ 藤本　娃朱 -

茨城 境町立長田小学校 小３ 齊藤　由陽 -

千葉 勝浦市立郁文小学校 小３ 中西　愛陽央 ＪＡいすみ

徳島 東みよし町立足代小学校 小３ 大倉　功暉 ＪＡ阿波みよし

石川 宝達志水町立相見小学校 小４ 岩見　莉歩 ＪＡはくい

愛知 江南市立布袋小学校 小４ 木村　祐月 ＪＡ愛知北

佐賀 武雄市立北方小学校 小４ 岩谷　優李 ＪＡさが

福島 郡山市立富田東小学校 小５ 大河内　心響 ＪＡ福島さくら

長野 塩尻市立広丘小学校 小５ 中村　悠介 ＪＡ塩尻市

島根 江津市立郷田小学校 小５ 青笹　詩音 ＪＡしまね

石川 羽咋市立余喜小学校 小６ 中村　奈央 ＪＡはくい

岡山 赤磐市立山陽東小学校 小６ 繁定　堅 ＪＡ岡山東

徳島 小松島市芝田小学校 小６ 神崎　賢一 ＪＡ東とくしま

京都 木津川市立山城中学校 中１ 西川　美羽 ＪＡ京都やましろ

愛媛 愛媛大学教育学部附属中学校 中１ 峯尾　空 ＪＡえひめ中央

大分 大分市立稙田中学校 中１ 佐藤　天音 ＪＡおおいた

福島 須賀川市立第三中学校 中２ 安藤　快大 ＪＡ夢みなみ

栃木 小山市立間々田中学校 中２ 伊藤　来実 ＪＡおやま

岡山 岡山市立上南中学校 中２ 吉田　こころ ＪＡ岡山

栃木 鹿沼市立粟野中学校 中３ 平野　莉奈 ＪＡかみつが

神奈川 平塚市立浜岳中学校 中３ 神橋　正恵 -

佐賀 小城市立牛津中学校 中３ 下村　英李佳 ＪＡさが
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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 山形 天童市立天童中部小学校 小１ 折原　颯雅 -

会長賞・佳作 千葉 千葉市立千城台東小学校 小１ 池田　拓斗 ＪＡ千葉みらい

東京 世田谷区立中町小学校 小１ 中井　煌生 -

京都 京丹波町立下山小学校 小１ 北村　勇惺 ＪＡ京都

鳥取 鳥取市立城北小学校 小１ 山根　琴乃 ＪＡ鳥取いなば

高知 宿毛市立宿毛小学校 小１ 澤近　航輝 ＪＡ高知はた

鹿児島 いちき串木野市立串木野小学校 小１ 中尾　凌 ＪＡさつま日置

青森 青森市立浜田小学校 小２ 丹羽　望 ＪＡ青森

茨城 境町立長田小学校 小２ 青木　翼 -

埼玉 吉川市立旭小学校 小２ 西野　琉暉 -

岐阜 飛騨市立神岡小学校 小２ 蒔田　智理 ＪＡひだ

三重 伊勢市立修道小学校 小２ 山本　紗綾 ＪＡ伊勢

高知 安芸市立安芸第一小学校 小２ 山﨑　真美子 ＪＡ土佐あき

沖縄 石垣市立大浜小学校 小２ 山口　瑠花 ＪＡおきなわ

岩手 北上市立南小学校 小３ 柴田　龍星 ＪＡいわて花巻

秋田 能代市立常盤小学校 小３ 小林　衣織 ＪＡあきた白神

山梨 南アルプス市立若草小学校 小３ 川口　弥生 ＪＡこま野

静岡 御殿場市立玉穂小学校 小３ 勝間田　唯音莉 ＪＡ御殿場

島根 江津市立郷田小学校 小３ 波田　真穂 ＪＡしまね

大分 国東市立国東小学校 小３ 松本　凌河 ＪＡおおいた

鹿児島 湧水町立轟小学校 小３ 下戸　良佑 ＪＡあいら

北海道 北斗市立大野小学校 小４ 山中　心愛 ＪＡ新はこだて

宮城 名取市立不二が丘小学校 小４ 近野　那緒 ＪＡ名取岩沼

秋田 羽後町立羽後明成小学校 小４ 菅　安里 ＪＡうご

東京 町田市立金井小学校 小４ 水澤　茉奈香 -

山梨 山梨市立日下部小学校 小４ 平野　心 ＪＡフルーツ山梨

鳥取 鳥取市立城北小学校 小４ 山根　穂乃 ＪＡ鳥取いなば

鹿児島 鹿児島市立吉野小学校 小４ 前田　滉太 ＪＡかごしま中央

北海道 初山別村立初山別小学校 小５ 小川　真聡 ＪＡオロロン

岩手 宮古市立宮古小学校 小５ 小田　英虎 ＪＡ新いわて

千葉 市原市立清水谷小学校 小５ 野田　竜成 ＪＡ市原市

石川 能登町立松波小学校 小５ 井口　龍輝 ＪＡ内浦町

兵庫 神戸市立小束山小学校 小５ 竹本　里咲 -

徳島 吉野川市立森山小学校 小５ 笠井　さくら ＪＡ麻植郡

愛媛 松山市立道後小学校 小５ 山岡　凜大朗 ＪＡえひめ中央
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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 名取市立増田西小学校 小６ 渡邉　向夏 ＪＡ名取岩沼

会長賞・佳作  つづき 秋田 横手市立大森小学校 小６ 今仲　野乃佳 ＪＡ秋田ふるさと

栃木 小山市立大谷南小学校 小６ 澤木　璃玖 ＪＡおやま

山梨 甲府市立千塚小学校 小６ 小宮山　煌大 ＪＡ甲府市

和歌山 みなべ町立岩代小学校 小６ 中本　翔瑛 ＪＡ紀州

鳥取 鳥取大学附属小学校 小６ 近藤　百桜 ＪＡ鳥取いなば

沖縄 中城村立中城南小学校 小６ 知名　愛華 ＪＡおきなわ

北海道 夕張市立夕張中学校 中１ 木村　亜弥 ＪＡ夕張市

長野 駒ヶ根市立赤穂中学校 中１ 鈴木 風香 ＪＡ上伊那

新潟 長岡市立越路中学校 中１ 馬場　さゆき ＪＡ越後さんとう

愛知 一宮市立木曽川中学校 中１ 江﨑　駈 ＪＡ愛知西

鳥取 湯梨浜町立東郷中学校 中１ 田中　風華 ＪＡ鳥取中央

岡山 岡山市立光南台中学校 中１ 小板　朋夏 ＪＡ岡山

徳島 鳴門市第一中学校 中１ 青野　叶貴 ＪＡ徳島北

岩手 盛岡市立河南中学校 中２ 石川　紫音 ＪＡいわて中央

秋田 横手市立十文字中学校 中２ 川津　麗愛 ＪＡ秋田ふるさと

群馬 前橋市立箱田中学校 中２ 登坂　克己 ＪＡ前橋市

千葉 香取市立佐原中学校 中２ 松本　雄太 ＪＡ佐原

京都 宮津市立栗田中学校 中２ 田野　日彩 ＪＡ京都

島根 出雲市立斐川東中学校 中２ 伊藤　綾香 ＪＡしまね

鹿児島 鹿児島市立伊敷中学校 中２ 吉田　麗乃 ＪＡグリーン鹿児島

北海道 浦河町立浦河第一中学校 中３ 高橋　梓 ＪＡひだか東

岩手 北上市立江釣子中学校 中３ 熊谷　知佐 ＪＡいわて花巻

福島 福島市立北信中学校 中３ 荒明　未来 ＪＡふくしま未来

群馬 前橋市立芳賀中学校 中３ 金井　千緒里 ＪＡ前橋市

三重 朝日町立朝日中学校 中３ 太田　風香 ＪＡみえきた

広島 呉市立警固屋中学校 中３ 幸城　由佳 ＪＡ呉

高知 高知県立高知南中学校 中３ 岡村　香凛 ＪＡ高知市

・愛知県 中1 江崎 駈さんの【崎】が外字。（「崎」は「﨑」となります。）


