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賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 佐賀 伊万里市立東山代小学校 小2 堀田　ここあ ＪＡ伊万里

条幅の部 埼玉 入間市立仏子小学校 小4 島﨑　理央 ＪＡいるま野

長崎 松浦市立御厨小学校 小6 小松　玲雄 ＪＡながさき西海

静岡 静岡大学教育学部附属島田中学校 中2 田代　愛実 ＪＡ大井川

農林水産大臣賞 京都 京都市立桂徳小学校 小1 和田　真緒 ＪＡ京都市

半紙の部 愛知 名古屋市立正色小学校 小4 髙羽　彩優 ＪＡなごや

徳島 つるぎ町立半田小学校 小5 鎌倉　芽生 ＪＡ美馬

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中3 工藤　紗弥佳 ＪＡつがる弘前

文部科学大臣賞 岐阜 本巣市立土貴野小学校 小1 寺町　柚希 ＪＡぎふ

条幅の部 茨城 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 小3 中泉　佑悠 ＪＡつくば市谷田部

和歌山 和歌山市立木本小学校 小5 新宅　彩耶香 ＪＡわかやま

山口 下関市立川中中学校 中3 塩原　美緒 ＪＡ下関

文部科学大臣賞 宮崎 宮崎市立潮見小学校 小2 秦　ののか ＪＡ宮崎中央

半紙の部 鳥取 大山町立名和小学校 小3 村上　穂乃実 ＪＡ鳥取西部

兵庫 三木市立中吉川小学校 小6 高橋　康太 ＪＡみのり

鹿児島 姶良市立重富中学校 中1 坂下　絢香 ＪＡあいら

全国農業協同組合中央会会長賞 岡山 倉敷市立茶屋町小学校 小2 橘　紗伽 ＪＡ岡山西

条幅の部 和歌山 紀美野町立下神野小学校 小4 岡本　実穏 ＪＡながみね

愛知 岩倉市立岩倉北小学校 小5 髙嶋　彩紗 ＪＡ愛知北

東京 八王子市立松木中学校 中1 原田　夏希 ＪＡ八王子

全国農業協同組合中央会会長賞 宮崎 宮崎市立大宮小学校 小1 増田　ゆきの ＪＡ宮崎中央

半紙の部 広島 呉市立仁方小学校 小4 藤原　伶夏 ＪＡ呉

千葉 館山市立九重小学校 小6 池田　希帆 ＪＡ安房

静岡 牧之原市立相良中学校 中2 本多　飛童 ＪＡハイナン

家の光協会会長賞(ちゃぐりん賞) 山梨 笛吹市立御坂西小学校 小1 雨宮　恵蓮 ＪＡふえふき

条幅の部 三重 四日市市立常磐西小学校 小3 野中  咲歩 ＪＡみえきた

大阪 高槻市立日吉台小学校 小6 明石　優花 ＪＡたかつき

栃木 小山市立小山中学校 中2 松島　大翔 ＪＡおやま

家の光協会会長賞(ちゃぐりん賞) 愛知 小牧市立光ケ丘小学校 小2 鵜飼　紗妃 ＪＡ尾張中央

半紙の部 奈良 葛城市立磐城小学校 小3 小畑　咲綾 ＪＡならけん

青森 青森市立本郷小学校 小5 鎌田　泰輔 ＪＡ青森

静岡 牧之原市立榛原中学校 中3 森岡　和紀 ＪＡハイナン

全国共済農業協同組合連合会 和歌山 和歌山市立木本小学校 小1 齋藤　美空 ＪＡわかやま

会長賞･金賞 愛知 小牧市立北里小学校 小2 千田　莉都 ＪＡ尾張中央

条幅の部 山梨 北杜市立高根西小学校 小3 古屋　孔 ＪＡ梨北

岡山 ノートルダム清心女子大学附属小学校 小4 尾﨑　航大 ＪＡ岡山

茨城 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 小5 桂　亜由菜 ＪＡつくば市谷田部

茨城 龍ケ崎市立城ノ内小学校 小6 羽根田　水葵 ＪＡ竜ケ崎

和歌山 紀の川市立打田中学校 中1 河内　菜々香 ＪＡ紀の里

山口 下関市立安岡中学校 中2 山城　千颯 ＪＡ下関

静岡 焼津市立大村中学校 中3 入倉　芽生 ＪＡ大井川

全国共済農業協同組合連合会 徳島 三好市立池田小学校 小1 渡　 　咲季 ＪＡ阿波みよし

会長賞･金賞 熊本 長洲町立六栄小学校 小2 城戸　望織 ＪＡたまな

半紙の部 三重 四日市市立常磐西小学校 小3 福永　彩七 ＪＡみえきた

茨城 茨城町立青葉小学校 小4 中根　綾香 ＪＡ水戸

鳥取 米子市立淀江小学校 小5 石田　悠真 ＪＡ鳥取西部

茨城 茨城町立青葉小学校 小6 中根　美咲 ＪＡ水戸

徳島 徳島県立城ノ内中学校 中1 木本　実佑 ＪＡ徳島市

熊本 合志市立西合志南中学校 中2 村上　望華 ＪＡ菊池

埼玉 川口市立北中学校 中3 宇野　莉々子 ＪＡさいたま
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審査結果

・埼玉県 小4 島崎 理央さんの【崎】が外字。（「崎」ではなく「﨑」となります。）
・愛知県 小4 高羽 彩優さんの【高】が外字。（「高」ではなく「髙」となります。）
・愛知県 小5 高嶋 彩紗さんの【高】が外字。（「高」ではなく「髙」となります。）
・岡山県 小4 尾崎 航大さんの【崎】が外字。（「崎」ではなく「﨑」となります。）
・徳島県 小1 渡邉 咲季さんの【邉】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
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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 三重 四日市市立高花平小学校 小1 羽多野  明莉 ＪＡみえきた

会長賞･銀賞 岡山 岡山市立吉備小学校 小1 薬師寺　康晟 ＪＡ岡山

条幅の部 神奈川 秦野市立本町小学校 小2 熊澤　巧 ＪＡはだの

山梨 甲府市立中道北小学校 小2 　 泉　實太 ＪＡふえふき

秋田 潟上市立大豊小学校 小3 杉山　理依花 ＪＡあきた湖東

千葉 八千代市立村上東小学校 小3 寺内　睦人 ＪＡ八千代市

石川 能登町立鵜川小学校 小4 杉本　怜 ＪＡおおぞら

宮崎 宮崎市立住吉南小学校 小4 上野　拓人 ＪＡ宮崎中央

岐阜 岐阜市立明郷小学校 小5 杉村　蓮里 ＪＡぎふ

徳島 三好市立三縄小学校 小5 大岡　幸 ＪＡ阿波みよし

千葉 市原市立有秋東小学校 小6 森田　美紅 ＪＡ市原市

香川 高松市立仏生山小学校 小6 坂賀　憩 ＪＡ香川県

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中1 横山　周旺 ＪＡつがる弘前

静岡 御前崎市立浜岡中学校 中1 鈴木　陽菜 ＪＡ遠州夢咲

山梨 山梨大学教育学部附属中学校 中2 　 口　七鳳 ＪＡ甲府市

香川 高松市立牟礼中学校 中2 木下　彩羽 ＪＡ香川県

鹿児島 指宿市立山川中学校 中3 坂元　里菜 ＪＡいぶすき

沖縄 うるま市立高江洲中学校 中3 志良堂　達希 ＪＡおきなわ

全国共済農業協同組合連合会 神奈川 秦野市立鶴巻小学校 小1 髙野　優咲 ＪＡはだの

会長賞･銀賞 和歌山 和歌山市立小倉小学校 小1 池田　彩寧 ＪＡわかやま

半紙の部 三重 四日市市立大矢知興譲小学校 小2 井上　碧 ＪＡみえきた

香川 丸亀市立城北小学校 小2 佐藤　千紗希 ＪＡ香川県

青森 青森市立浪打小学校 小3 奈良　ひより ＪＡ青森

宮崎 宮崎市立住吉小学校 小3 谷口　正樹 ＪＡ宮崎中央

鳥取 米子市立淀江小学校 小4 藤原　柚月 ＪＡ鳥取西部

香川 さぬき市立長尾小学校 小4 菅沼　綾音 ＪＡ香川県

石川 野々市市立富陽小学校 小5 鈴木　紗弥 ＪＡののいち

京都 福知山市立雀部小学校 小5 大西　絵万 ＪＡ京都

和歌山 和歌山市立湊小学校 小6 泉　政成 ＪＡわかやま

宮崎 西都市立妻北小学校 小6 本部　千尋 ＪＡ西都

茨城 笠間市立岩間中学校 中1 仁平　若奈 ＪＡ常陸

静岡 静岡市立清水第七中学校 中1 大間　優子 ＪＡしみず

佐賀 佐賀県立武雄青陵中学校 中2 田中　星奈 ＪＡさが

沖縄 那覇市立鏡原中学校 中2 下地　隆貴 ＪＡおきなわ

茨城 水戸市立赤塚中学校 中3 柏　亜美 ＪＡ水戸

宮崎 宮崎市立宮崎西中学校 中3 小宮　まゆり ＪＡ宮崎中央

第62回（平成30年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

審査結果

・山梨県 小2 樋泉 實太さんの【樋】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・山梨県 中2 樋口 七鳳さんの【樋】が外字。(しんにょうの点が1点となります。)
・神奈川県 小1 高野 優咲さんの【高】が外字。（「高」ではなく「髙」となります。）
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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 千葉 館山市立西岬小学校 小1 田　 　美希 ＪＡ安房

会長賞･銅賞 大阪 泉大津市立穴師小学校 小1 　 川　はな ＪＡいずみの

条幅の部 宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小1 吉田　大德 ＪＡ宮崎中央

山形 鶴岡市立羽黒小学校 小2 大川　心愛 ＪＡ庄内たがわ

茨城 笠間市立笠間小学校 小2 大ぜき　りょうせい ＪＡ常陸

大阪 高槻市立日吉台小学校 小2 明石　莉奈 ＪＡたかつき

群馬 吉岡町立明治小学校 小3 松本　紗和 ＪＡ北群渋川

埼玉 行田市立北小学校 小3 松本　心音 ＪＡほくさい

神奈川 伊勢原市立石田小学校 小3 中島　由莉 ＪＡいせはら

新潟 新潟大学教育学部附属長岡小学校 小4 新保　心菜 ー

岐阜 各務原市立蘇原第一小学校 小4 丹野　香梅 ＪＡぎふ

大阪 高槻市立日吉台小学校 小4 明石　結衣 ＪＡたかつき

千葉 市原市立内田小学校 小5 木村　文子 ＪＡ市原市

山口 下関市立熊野小学校 小5 下田　真央 ＪＡ下関

佐賀 伊万里市立山代東小学校 小5 星本　京香 ＪＡ伊万里

福井 坂井市立大石小学校 小6 　 田　穂花 ＪＡはるえ

徳島 鳴門教育大学附属小学校 小6 山根　由衣 ＪＡ徳島市

宮崎 延岡市立岡富小学校 小6 松田　栞音 ＪＡ延岡

埼玉 宮代町立須賀中学校 中1 金子　和徳 ＪＡ南彩

愛知 小牧市立北里中学校 中1 箕浦　里奈 ＪＡ尾張中央

鳥取 米子市立湊山中学校 中1 槇野　永人 ＪＡ鳥取西部

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中2 須藤　大翔 ＪＡつがる弘前

茨城 笠間市立岩間中学校 中2 生駒　たまを ＪＡ常陸

愛知 幸田町立北部中学校 中2 浦山　美妃 ＪＡあいち三河

宮城 多賀城市立東豊中学校 中3 樋口  茉伶 ＪＡ仙台

埼玉 羽生市立西中学校 中3 川島　宇尭 ＪＡほくさい

長崎 佐世保市立　 園中学校 中3 浦川　七海 ＪＡながさき西海

全国共済農業協同組合連合会 千葉 白子町立白潟小学校 小1 篁　京香 ＪＡ長生

会長賞･銅賞 奈良 生駒市立生駒小学校 小1 大もん　とわ ＪＡならけん

半紙の部 高知 高知市立昭和小学校 小1 大畑　夏乙 ＪＡ高知市

長野 坂城町立坂城小学校 小2 千野　桧依 ＪＡながの

富山 魚津市立清流小学校 小2 山田　小愛 ＪＡうおづ

愛媛 今治市立鳥生小学校 小2 田中　希乃花 ＪＡ今治立花

福井 若狭町立瓜生小学校 小3 津田　結子 ＪＡ若狭

香川 さぬき市立長尾小学校 小3 原井　玲奈 ＪＡ香川県

鹿児島 鹿児島市立桜丘西小学校 小3 山本　つきさ ＪＡ鹿児島みらい

福島 いわき市立藤原小学校 小4 岡田　愛唯 ＪＡ福島さくら

千葉 市原市立国分寺台西小学校 小4 小林　天音 ＪＡ市原市

福井 福井市中藤小学校 小4 　 田　ゆうか ＪＡ福井市

山形 鶴岡市立広瀬小学校 小5 渡部　未蘭 JA庄内たがわ

山梨 韮崎市立韮崎北東小学校 小5 貝瀬　璃 ＪＡ梨北

宮崎 宮崎市立広瀬小学校 小5 松尾　悠矢 ＪＡ宮崎中央

秋田 大館市立扇田小学校 小6 本間　雅悠 ＪＡあきた北

山梨 甲府市立玉諸小学校 小6 中川　舞夏 ＪＡ甲府市

鹿児島 鹿児島市立清和小学校 小6 福田　桃々 ＪＡ鹿児島みらい

福島 西郷村立西郷第二中学校 中1 鈴木　心菜 ＪＡ夢みなみ

栃木 鹿沼市立東中学校 中1 金子　七望 ＪＡかみつが

佐賀 鳥栖市立鳥栖西中学校 中1 九日　瑠菜 ＪＡさが

茨城 ひたちなか市立平磯中学校 中2 市毛　千聖 ＪＡ常陸

千葉 南房総市立千倉中学校 中2 安西　桃香 ＪＡ安房

宮崎 宮崎日本大学中学校 中2 井上　桜花 ＪＡ宮崎中央

千葉 市原市立南総中学校 中3 串田　真織里 ＪＡ市原市

三重 津市立南が丘中学校 中3 森尾  真帆 ＪＡ津安芸

和歌山 和歌山市立河西中学校 中3 西江　遥 ＪＡわかやま
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審査結果

・千葉県 小1 田邉 美希さんの【邉】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・大阪府 小1 辻川 はなさんの【辻】が外字。(しんにょうの点が1点となります。)
・福井県 小6 笈田 穂花さんの【笈】が外字。（「竹」かんむりに「及」になります。）
・宮城県 中3 樋口 茉伶さんの【樋】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・長崎県 佐世保市立祇園中学校の【祇】が外字。（示すの右は「氏」となります。）
・福井県 小4 吉田 ゆうかさんの【吉】が外字。（口の上が「土」となります。）
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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 北海道 札幌市立緑丘小学校 小1 泉山　諒 ー

会長賞･佳作 茨城 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 小1 なかいずみ　あんり ＪＡつくば市谷田部

条幅の部 栃木 宇都宮市立陽南小学校 小1 福冨　蒼空 ＪＡうつのみや

群馬 前橋市立時沢小学校 小1 鈴木　ひかり ＪＡ前橋市

石川 金沢市立中村町小学校 小1 安宅　絆 ＪＡ金沢中央

奈良 橿原市立香久山小学校 小1 やぎ　のぞみ ＪＡならけん

広島 広島市立春日野小学校 小1 寺尾　心菜 ＪＡ広島市

青森 弘前大学教育学部附属小学校 小2 山谷　晃 ＪＡつがる弘前

石川 能登町立柳田小学校 小2 横山　理秀 ＪＡおおぞら

島根 邑南町立瑞穂小学校 小2 金子　陽里 ＪＡしまね

香川 高松市立十河小学校 小2 森本　琥太朗 ＪＡ香川県

愛媛 今治市立鳥生小学校 小2 吉田　智紀 ＪＡ今治立花

熊本 熊本市立向山小学校 小2 木下　航 ＪＡ熊本市

沖縄 那覇市立天妃小学校 小2 益田　奈那子 ＪＡおきなわ

岩手 滝沢市立滝沢小学校 小3 太田　菜月 ＪＡ新いわて

山形 鶴岡市立広瀬小学校 小3 伊藤　こと乃 ＪＡ庄内たがわ

富山 立山町立立山中央小学校 小3 瀧本　快光 ＪＡアルプス

石川 羽咋市立羽咋小学校 小3 岩本　真悠 ＪＡはくい

島根 雲南市立大東小学校 小3 稲村　安珠 ＪＡしまね

山口 下関市立熊野小学校 小3 稲田　千明 ＪＡ下関

高知 須崎市立多ノ郷小学校 小3 米丸　美紀 ＪＡ土佐くろしお

山形 鶴岡市立羽黒小学校 小4 丸山　華乃 ＪＡ庄内たがわ

栃木 佐野市立旗川小学校 小4 堀越　可鈴 ＪＡ佐野

福井 鯖江市鯖江東小学校 小4 伊藤　千翔 ＪＡたんなん

静岡 牧之原市立相良小学校 小4 本多　星和 ＪＡハイナン

滋賀 大津市立瀬田小学校 小4 佐藤　隆之介 ＪＡレーク大津

兵庫 相生市立中央小学校 小4 大道　莉恋 ＪＡあいおい

佐賀 佐賀市立西与賀小学校 小4 川副　りお ＪＡさが

神奈川 川崎市立犬蔵小学校 小5 鈴木　春香 ＪＡセレサ川崎

長野 上田市立西小学校 小5 市村　康成 ＪＡ信州うえだ

兵庫 たつの市立神部小学校 小5 田代　縁 ＪＡ兵庫西

広島 広島市立春日野小学校 小5 清水　彩葉 ＪＡ広島市

大分 宇佐市立宇佐小学校 小5 藏下　尊志 ＪＡおおいた

宮崎 宮崎大学教育学部附属小学校 小5 西川　和希 ＪＡ宮崎中央

鹿児島 三育学院鹿児島三育小学校 小5 木下　悠太郎 ＪＡ鹿児島みらい

第62回（平成30年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

審査結果

・福井県 鯖江市鯖江東小学校の【鯖】が外字。(「青」の下は「円」となります。)
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第62回（平成30年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

審査結果

・群馬県 小6 高尾 祐佳さんの【高】が外字。（「高」ではなく「髙」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 群馬 明和町立明和西小学校 小6 髙尾　祐佳 ＪＡ邑楽館林

会長賞･佳作 埼玉 川越市立大塚小学校 小6 熱田　伶衣 ＪＡいるま野

条幅の部の続き 石川 金沢市立森本小学校 小6 中山　優 ＪＡ金沢市

三重 四日市市立高花平小学校 小6 水谷  月美 ＪＡみえきた

京都 亀岡市立大井小学校 小6 若山　恵麻 ＪＡ京都

和歌山 新宮市立三輪崎小学校 小6 前田　耀斗 ＪＡみくまの

鹿児島 鹿児島市立星峯東小学校 小6 大島　崇実 ＪＡ鹿児島みらい

福島 南会津町立荒海中学校 中1 渡部　葉月 ＪＡ会津よつば

石川 金沢市立大徳中学校 中1 小林　真子 ＪＡ金沢中央

岐阜 瑞穂市立穂積北中学校 中1 安田　百花 ＪＡぎふ

大阪 私立大谷中学校 中1 尾上　琴子 ＪＡ大阪市

奈良 桜井市立桜井西中学校 中1 下口　愛帆 ＪＡならけん

香川 丸亀市立東中学校 中1 横瀬　颯汰 ＪＡ香川県

鹿児島 鹿児島市立谷山北中学校 中1 岸田　直子 ＪＡ鹿児島みらい

埼玉 川口市立里中学校 中2 前川　春乃 ＪＡさいたま

千葉 柏市立中原中学校 中2 井上　奈津希 ＪＡちば東

滋賀 彦根市立東中学校 中2 井上　桜子 ＪＡ東びわこ

兵庫 赤穂市立赤穂西中学校 中2 萩原　萌衣 ＪＡ兵庫西

岡山 玉野市立東児中学校 中2 中道　美愛里 ＪＡ岡山

高知 高知大学教育学部附属中学校 中2 浜本　那奈 ＪＡ高知市

熊本 ルーテル学院中学校 中2 藤川　千華 ＪＡ熊本市

岩手 宮古市立津軽石中学校 中3 若狹　芽桃 ＪＡ新いわて

茨城 龍ケ崎市立城ノ内中学校 中3 羽根田　千里 ＪＡ竜ケ崎

千葉 四街道市立四街道北中学校 中3 島田　優美子 ＪＡ千葉みらい

愛知 常滑市立常滑中学校 中3 成瀬　結菜 ＪＡあいち知多

和歌山 新宮市立光洋中学校 中3 下地　風華 ＪＡみくまの

岡山 岡山県立倉敷天城中学校 中3 中島　慶子 ＪＡ岡山西

愛媛 四国中央市立三島西中学校 中3 中村　有沙 ＪＡうま
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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 青森 弘前市立小沢小学校 小1 石山　希成 ＪＡつがる弘前

会長賞･佳作 宮城 川崎町立川崎小学校 小1 坂野  公絆 ＪＡみやぎ仙南

半紙の部 福島 南会津町立田島小学校 小1 星　周佑 ＪＡ会津よつば

群馬 太田市立沢野中央小学校 小1 森田　愛唯 ＪＡ太田市

埼玉 滑川町立福田小学校 小1 　 田　知史 ＪＡ埼玉中央

山口 下関市立山の田小学校 小1 岸田　理紗子 ＪＡ下関

長崎 佐世保市立　 園小学校 小1 古藤　寿織 ＪＡながさき西海

群馬 吉岡町立明治小学校 小2 星野　成希 ＪＡ北群渋川

大阪 高槻市立日吉台小学校 小2 明石　莉奈 ＪＡたかつき

兵庫 三木市立中吉川小学校 小2 藤枝　怜花 ＪＡみのり

山口 下関市立西市小学校 小2 矢木　百花 ＪＡ下関

長崎 長崎市立福田小学校 小2 山口　美海 ＪＡ長崎せいひ

大分 別府市立南立石小学校 小2 鹿子木　帆夏 ＪＡべっぷ日出

鹿児島 龍郷町立大勝小学校 小2 石原　充葵 ＪＡあまみ

宮城 登米市立佐沼小学校 小3 髙橋  彩花 ＪＡみやぎ登米

群馬 前橋市立原小学校 小3 石坂　理緖奈 ＪＡ前橋市

千葉 南房総市立白浜小学校 小3 小川　ひかり ＪＡ安房

大阪 岸和田市立朝陽小学校 小3 中野　恭佑 ＪＡいずみの

兵庫 三木市立東吉川小学校 小3 簾畑　イオナ ＪＡみのり

島根 益田市立安田小学校 小3 田中　詩栞 ＪＡしまね

長崎 佐世保市立山手小学校 小3 山田　穂佳 ＪＡながさき西海

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小4 柳谷　咲希 ＪＡ新いわて

神奈川 相模原市立麻溝小学校 小4 黒川　梨子 ＪＡ相模原市

長野 安曇野市立豊科北小学校 小4 磯部　桃那 ＪＡあづみ

奈良 橿原市立畝傍北小学校 小4 山田　真也 ＪＡならけん

高知 高知市立昭和小学校 小4 上村　すず ＪＡ高知市

福岡 春日市立天神山小学校 小4 村田　好優 ー

大分 由布市立由布川小学校 小4 水上　愛理 ＪＡおおいた

福島 郡山市立芳山小学校 小5 高橋　奈央 ＪＡ福島さくら

栃木 佐野市立犬伏東小学校 小5 神山　美優 ＪＡ佐野

新潟 柏崎市立大洲小学校 小5 佐々木　音緒 ー

富山 入善町立上青小学校 小5 村田　悠李亜 ＪＡみな穂

岡山 玉野市立鉾立小学校 小5 竹内　杏珠 ＪＡ岡山

熊本 熊本市立出水南小学校 小5 宮本　春志 ＪＡ熊本市

沖縄 八重瀬町立東風平小学校 小5 座安　美月 ＪＡおきなわ

第62回（平成30年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

審査結果

・埼玉県 小1 吉田 知史さんの【吉】が外字。（口の上が「土」となります。）
・長崎県 佐世保市立祇園小学校の【祇】が外字。（示すの右は【氏】となります。）
・宮城県 小3 高橋 彩花さんの【高】が外字。(「高」ではなく「髙」となります。)
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第62回（平成30年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

審査結果

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 二戸市立金田一小学校 小6 長谷川　花菜 ＪＡ新いわて

会長賞･佳作 宮城 登米市立石越小学校 小6 八巻  ゆい ＪＡみやぎ登米

半紙の部の続き 富山 富山大学人間発達科学部附属小学校 小6 山口　泰成 ＪＡなのはな

静岡 牧之原市立相良小学校 小6 中村　秀美 ＪＡハイナン

滋賀 長浜市立長浜小学校 小6 谷口　珠里 ＪＡレーク伊吹

大阪 堺市立東陶器小学校 小6 小谷　彩葉 ＪＡ堺市

熊本 宇城市立当尾小学校 小6 福永　瑞音 ＪＡ熊本うき

山形 鶴岡市立朝日中学校 中1 渡部　桃子 JA庄内たがわ

千葉 君津市立周南中学校 中1 上村　彩月 ＪＡきみつ

山梨 山梨大学教育学部附属中学校 中1 仲田　葵 ＪＡ甲府市

愛知 安城市立東山中学校 中1 中原　愛彩 ＪＡあいち中央

三重 四日市市立富洲原中学校 中1 水谷  奈緒 ＪＡみえきた

和歌山 開智中学校 中1 粉川　珠羽 ＪＡわかやま

広島 呉市立川尻中学校 中1 竹内　優希 ＪＡ芸南

石川 七尾市立七尾中学校 中2 桶本　みつき ＪＡ能登わかば

岐阜 各務原市立鵜沼中学校 中2 山田　奈実 ＪＡぎふ

愛知 安城市立篠目中学校 中2 松尾　琴美 ＪＡあいち中央

三重 伊勢市立五十鈴中学校 中2 石谷  実希 ＪＡ伊勢

島根 雲南市立加茂中学校 中2 平井　佐和 ＪＡしまね

広島 東広島市立八本松中学校 中2 坪田　明香里 ＪＡ広島中央

愛媛 愛媛大学教育学部附属中学校 中2 藤澤　佑樹 ＪＡえひめ中央

北海道 札幌市立伏見中学校 中3 又吉　菜春美 ー

東京 東洋大学京北中学校 中3 中山　侑香 ＪＡ東京スマイル

岡山 岡山大学教育学部附属中学校 中3 白川　果歩 ＪＡ岡山

山口 下関市立勝山中学校 中3 工藤　琉楓 ＪＡ下関

愛媛 愛媛県立今治東中等教育学校 中3 大野　眞己 ＪＡおちいまばり

佐賀 鳥栖市立鳥栖西中学校 中3 永江　咲好 ＪＡさが

沖縄 豊見城市立長嶺中学校 中3 大城　きらり ＪＡおきなわ


