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賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 和歌山 和歌山市立小倉小学校 小2 池田　彩寧 ＪＡわかやま

条幅の部 岡山 倉敷市立玉島小学校 小3 梅田　梨瑚 ＪＡ岡山西

埼玉 川島町立つばさ南小学校 小6 小嶋　葵 ＪＡ埼玉中央

長崎 長崎市立伊王島中学校 中3 森山　美怜 ＪＡ長崎せいひ

農林水産大臣賞 岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小1 柳谷　歩希 ＪＡ新いわて

半紙の部 静岡 牧之原市立相良小学校 小4 植田　獅星 ＪＡハイナン

徳島 三好市立三縄小学校 小5 三井　輝星 ＪＡ阿波みよし

群馬 前橋市立第七中学校 中1 橋本　唯花 ＪＡ前橋市

文部科学大臣賞 熊本 玉名市立玉水小学校 小1 笠　悠聖 ＪＡたまな

条幅の部 山梨 北杜市立高根西小学校 小4 古屋　孔 ＪＡ梨北

福井 福井市中藤小学校 小5 𠮷田　悠華 ＪＡ福井市

茨城 江戸川学園取手中学校 中1 望月　優作 ＪＡ茨城みなみ

文部科学大臣賞 香川 丸亀市立城辰小学校 小2 川西　崇富 ＪＡ香川県

半紙の部 東京 青梅市立成木小学校 小3 阪田　莉音 ＪＡ西東京

青森 黒石市立黒石小学校 小6 佐々木　胡春 ＪＡ津軽みらい

静岡 島田市立金谷中学校 中3 高橋　あい ＪＡ大井川

全国農業協同組合中央会会長賞 栃木 宇都宮市立陽南小学校 小2 福冨　蒼空 ＪＡうつのみや

条幅の部 福井 福井市中藤小学校 小4 ふじ田　ゆうか ＪＡ福井市

長野 安曇野市立豊科北小学校 小5 磯部　桃那 ＪＡあづみ

千葉 国府台女子学院中学部 中2 小林　眞妃奈 ＪＡいちかわ

全国農業協同組合中央会会長賞 宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小2 田中　洋子 ＪＡ宮崎中央

半紙の部 千葉 木更津市立波岡小学校 小3 深澤　皓基 ＪＡ木更津市

徳島 三好市立三縄小学校 小6 大岡　幸 ＪＡ阿波みよし

茨城 笠間市立岩間中学校 中2 丹治　光 ＪＡ常陸

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 兵庫 加西市立富田小学校 小1 荒木　奏志 ＪＡ兵庫みらい

条幅の部 京都 亀岡市立大井小学校 小3 村上　夏美 ＪＡ京都

和歌山 岩出市立中央小学校 小6 粉川　隼汰 ＪＡ紀の里

山口 岩国市立周東中学校 中3 山本　真子 ＪＡ山口県

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 福井 福井市清明小学校 小1 はやし　ゆい ＪＡ福井市

半紙の部 青森 青森市立浪打小学校 小4 奈良　ひより ＪＡ青森

長野 長野市立古牧小学校 小5 滝口　結布 ＪＡながの

和歌山 岩出市立岩出第二中学校 中3 増井　柚月 ＪＡ紀の里

全国共済農業協同組合連合会 埼玉 入間市立西武小学校 小1 大場　理未 ＪＡいるま野

会長賞･金賞 岡山 岡山市立吉備小学校 小2 薬師寺　康晟 ＪＡ岡山

条幅の部 兵庫 神戸市立竹の台小学校 小3 端　菜々美 ＪＡ兵庫六甲

埼玉 春日部市立宮川小学校 小4 石田　優奈 ＪＡ南彩

愛知 小牧市立村中小学校 小5 佐橋　果穏 ＪＡ尾張中央

大分 大分市立春日町小学校 小6 脇 夏乃 ＪＡおおいた

千葉 千葉市立稲毛高等学校附属中学校 中1 吉野　琶音 ＪＡ千葉みらい

愛知 常滑市立南陵中学校 中2 松下　歩果 ＪＡあいち知多

愛知 豊田市立朝日丘中学校 中3 渡 　　暖花 ＪＡあいち豊田

全国共済農業協同組合連合会 岡山 岡山市立竜之口小学校 小1 石﨑　雅人 ＪＡ岡山

会長賞･金賞 山梨 甲府市立中道北小学校 小2 渡辺　万菜 ＪＡふえふき

半紙の部 和歌山 和歌山市立楠見小学校 小3 野田　明希 ＪＡわかやま

佐賀 武雄市立朝日小学校 小4 小栁　ひなた ＪＡさが

青森 黒石市立黒石小学校 小5 酒井　埜愛 ＪＡ津軽みらい

和歌山 岩出市立中央小学校 小6 畠中　彩衣 ＪＡ紀の里

静岡 島田市立初倉中学校 中1 中村　奈々華 ＪＡ大井川

山梨 山梨大学教育学部附属中学校 中2 韓　七海 ＪＡ山梨みらい

愛知 小牧市立北里中学校 中3 打田　初規 ＪＡ尾張中央

第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・福井県 小5 吉田 悠華さんの【吉】が外字。（「吉」の上部は「土」となります。）
・愛知県 中3 渡邉 暖花さんの【邉】が外字。（しんにょうの点が1点となります。）
・岡山県 小1 石﨑 雅人さんの【﨑】が外字。（「崎」ではなく「﨑」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 茨城 笠間市立岩間第一小学校 小1 なかた　ゆうか ＪＡ常陸

会長賞･銀賞 千葉 館山市立館山小学校 小1 井上　結翔 ＪＡ安房

条幅の部 茨城 つくば市立みどりの学園義務教育学校 小2 さいとう　ひなた ＪＡつくば市谷田部

山口 下関市立勝山小学校 小2 菊田　智佳 ＪＡ山口県

千葉 成田市立加良部小学校 小3 星野　愛実 ＪＡ成田市

香川 高松市立川島小学校 小3 東原　波琉 ＪＡ香川県

秋田 潟上市立大豊小学校 小4 杉山　理依花 ー

宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小4 甲斐　櫻華 ＪＡ宮崎中央

埼玉 入間市立仏子小学校 小5 島﨑　理央 ＪＡいるま野

鹿児島 鹿児島大学教育学部附属小学校 小5 北村　真悠 ＪＡ鹿児島みらい

新潟 長岡市立宮内小学校 小6 竹見　柚亜 ー

沖縄 豊見城市立ゆたか小学校 小6 大城　弥生 ＪＡおきなわ

栃木 宇都宮市立星が丘中学校 中1 荒山　花帆 ＪＡうつのみや

福井 坂井市立春江中学校 中1    田　穂花 ＪＡはるえ

石川 津幡町立津幡中学校 中2 大松　心博 ＪＡ石川かほく

静岡 御前崎市立浜岡中学校 中2 鈴木　陽菜 ＪＡ遠州夢咲

香川 高松市立香南中学校 中3 松下　理紗 ＪＡ香川県

佐賀 佐賀県立致遠館中学校 中3 山本　和佳 ＪＡさが

全国共済農業協同組合連合会 奈良 広陵町立真美ヶ丘第一小学校 小1 佐々木　悠将 ＪＡならけん

会長賞･銀賞 長崎 松浦市立御厨小学校 小1 小松　愛菜 ＪＡながさき西海

半紙の部 茨城 筑西市立新治小学校 小2 中野　ゆづき ＪＡ北つくば

岡山 岡山市立西大寺南小学校 小2 髙北　桃亜 ＪＡ岡山

香川 丸亀市立垂水小学校 小3 谷井　星那 ＪＡ香川県

宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小3 岩切　咲愛 ＪＡ宮崎中央

埼玉 春日部市立八木崎小学校 小4 松田　葉月 ＪＡ南彩

福井 福井市中藤小学校 小4 ふじ田　ゆうか ＪＡ福井市

福井 福井市中藤小学校 小5 𠮷田　悠華 ＪＡ福井市

大阪 堺市立金岡小学校 小5 中畑　舞子 ＪＡ堺市

秋田 横手市立横手北小学校 小6 伊藤　光希 ー

愛媛 四国中央市立三島小学校 小6  　岡　美杏 ＪＡうま

茨城 笠間市立岩間中学校 中1 塩畑　明日美 ＪＡ常陸

埼玉 鴻巣市立鴻巣中学校 中1 齋藤　優香 ＪＡさいたま

東京 江戸川区立小岩第三中学校 中2 中山　こころ ＪＡ東京スマイル

岡山 岡山大学教育学部附属中学校 中2 白川　歩実 ＪＡ岡山

福井 福井県立高志中学校 中3 五島　星奈 ＪＡ共済連

愛媛 愛媛大学教育学部附属中学校 中3 藤澤　佑樹 ＪＡえひめ中央

・埼玉県 小5 島﨑 理央さんの【﨑】が外字。（「崎」ではなく「﨑」となります。）
・福井県 中1 笈田 穂花さんの【笈】が外字。（「竹」かんむりに「及」となります。）
・岡山県 小2 髙北 桃亜さんの【髙】が外字。（「高」ではなく「髙」となります。）
・福井県 小5 吉田 悠華さんの【吉】が外字。（「吉」の上部は「土」となります。）
・愛媛県 小6 片岡 美杏さんの【片】が外字。（旧字体となります。）
・埼玉県 中1 齋藤 優香さんの【齋】が外字。（「齋」となります。）

第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧



－2－

第63回（令和元年度） JA共済全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・青森県 小2 葛西 龍さんの【葛】が外字。(「葛」は（ヒ）ではなく（人）となります。)
・福井県 中1 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 青森市立浪打小学校 小1 奈良　智哉 ＪＡ青森

会長賞･銅賞 福井 福井大学教育学部附属義務教育学校 小1 やぎ　さくたろう ＪＡ共済連

条幅の部 岡山 倉敷市立児島小学校 小1 山水　伊都 ＪＡ倉敷かさや

青森 黒石市立黒石小学校 小2 葛西　龍 ＪＡ津軽みらい

三重 四日市市立小山田小学校 小2 岸本　弥樹 ＪＡみえきた

長崎 雲仙市立千々石第一小学校 小2 世良　美波 ＪＡ島原雲仙

栃木 那須塩原市立大山小学校 小3 菅原　真希穂 ＪＡなすの

和歌山 有田市立保田小学校 小3 落合　莉望 ＪＡありだ

山口 下関市立熊野小学校 小3 志摩　修斗 ＪＡ山口県

茨城 小美玉市立納場小学校 小4 稲山　彩音 ＪＡ新ひたち野

岡山 倉敷市立茶屋町小学校 小4 岩谷　真維 ＪＡ岡山西

香川 高松市立新番丁小学校 小4 北島　美緒 ＪＡ香川県

岩手 滝沢市立滝沢東小学校 小5 玉井　瞭平 ＪＡ新いわて

広島 呉市立呉中央小学校 小5 伊東　琥子 ＪＡ呉

愛媛 今治市立常盤小学校 小5 高　　雪乃 ＪＡおちいまばり

広島 広島市立春日野小学校 小6 清水　彩葉 ＪＡ広島市

徳島 つるぎ町立半田小学校 小6 鎌倉　芽生 ＪＡ美馬

愛媛 今治市立立花小学校 小6 阿部　琴美 ＪＡ今治立花

埼玉 羽生市立東中学校 中1 鈴木　琴子 ＪＡほくさい

山梨 甲府市立南中学校 中1 芦澤　怜奈 ＪＡ山梨みらい

兵庫 神戸市立有野中学校 中1 太田　詢 ＪＡ兵庫六甲

山梨 山梨大学教育学部附属中学校 中2 仲田　葵 ＪＡ山梨みらい

岐阜 瑞穂市立穂積北中学校 中2 安田　百花 ＪＡぎふ

宮崎 都城市立祝吉中学校 中2 西　那菜子 ＪＡ都城

山形 鶴岡市立朝日中学校 中3 伊藤　彩花 ＪＡ庄内たがわ

兵庫 小野市立小野中学校 中3 酒井　美羽 ＪＡ兵庫みらい

和歌山 和歌山県立向陽中学校 中3 大浦　侑季 ＪＡわかやま

全国共済農業協同組合連合会 福島 郡山市立芳山小学校 小1 高橋　沙英 ＪＡ福島さくら

会長賞･銅賞 千葉 八千代市立村上東小学校 小1 寺内　梨乃 ＪＡ八千代市

半紙の部 熊本 熊本市立出水小学校 小1 佐々木　あかり ＪＡ熊本市

山形 鶴岡市立広瀬小学校 小2 榎本　日向 ＪＡ庄内たがわ

静岡 牧之原市立相良小学校 小2 植田　虎翔 ＪＡハイナン

鹿児島 鹿児島大学教育学部附属小学校 小2 中島　幸星 ＪＡ鹿児島みらい

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小3 柳谷　祐希 ＪＡ新いわて

岡山 浅口市立金光吉備小学校 小3 金光　安衣 ＪＡ岡山西

広島 広島市立落合東小学校 小3 小田　夢華 ＪＡ広島市

宮城 仙台市立鶴谷東小学校 小4 長田  侑晟 ＪＡ仙台

千葉 茂原市立中の島小学校 小4 大野　和奏 ＪＡ長生

鹿児島 鹿児島市立西谷山小学校 小4 内田　実玖 ＪＡ鹿児島みらい

愛知 江南市立古知野南小学校 小5 青山　祥子 ＪＡ愛知北

鳥取 米子市立就将小学校 小5 槇野　可望亜 ＪＡ鳥取西部

熊本 宇城市立豊福小学校 小5 横山　さち ＪＡ熊本うき

静岡 静岡市立清水有度第一小学校 小6 菅原　世奈 ＪＡしみず

愛知 小牧市立三ツ渕小学校 小6 関戸　亜莉 ＪＡ尾張中央

山口 下関市立熊野小学校 小6 稲田　知香 ＪＡ山口県

神奈川 小田原市立鴨宮中学校 中1 早川　あやめ ＪＡかながわ西湘

福井 坂井市立春江中学校 中1    田　穂花 ＪＡはるえ

愛媛 四国中央市立川之江南中学校 中1 信国　美遥 ＪＡうま

福島 白河市立東中学校 中2 渡辺　華怜 ＪＡ夢みなみ

栃木 小山市立小山中学校 中2 八木　美穏 ＪＡおやま

奈良 智辯学園中学校 中2 川嶋　望叶 ＪＡならけん

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中3 須藤　大翔 ＪＡつがる弘前

茨城 笠間市立友部第二中学校 中3 井上　紗綾 ＪＡ常陸

千葉 横芝光町立光中学校 中3 川島　史子 ＪＡちばみどり
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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 滝沢市立鵜飼小学校 小1 柳谷　歩希 ＪＡ新いわて

会長賞･佳作 福島 白河市立白河第二小学校 小1 齋須　玲那 ＪＡ夢みなみ

条幅の部 神奈川 厚木市立清水小学校 小1 胡　龍鳳 ＪＡあつぎ

滋賀 大津市立瀬田北小学校 小1 安達　彩輝子 ＪＡレーク大津

徳島 美馬市立江原南小学校 小1 みま　こうき ＪＡ美馬

佐賀 佐賀大学教育学部附属小学校 小1 えがしら　りお ＪＡ佐賀市中央

長崎 五島市立富江小学校 小1 今村　倫成 ＪＡごとう

宮城 仙台市立七郷小学校 小2 佐藤  翔哉 ＪＡ仙台

埼玉 吉見町立南小学校 小2 島田　羽琉 ＪＡ埼玉中央

石川 金沢市立中村町小学校 小2 安宅　絆 ＪＡ金沢中央

岐阜 岐阜市立長森東小学校 小2 鶴田　さくら ＪＡぎふ

広島 広島市立幟町小学校 小2 上田　隆史 ＪＡ広島市

佐賀 鳥栖市立田代小学校 小2 高尾　侑那 ＪＡさが

鹿児島 鹿児島市立草牟田小学校 小2 國生　笑禾 ＪＡ鹿児島みらい

北海道 北広島市立緑ヶ丘小学校 小3 森　一真 ー

山形 鶴岡市立羽黒小学校 小3 大川　心愛 ＪＡ庄内たがわ

茨城 水戸市立河和田小学校 小3 三浦　萌愛 ＪＡ水戸

大阪 高槻市立日吉台小学校 小3 明石　莉奈 ＪＡたかつき

奈良 桜井市立桜井西小学校 小3 下口　優歩 ＪＡならけん

福岡 福岡市立三宅小学校 小3 中山　ゆい ー

宮崎 西都市立妻北小学校 小3 森田　己太朗 ＪＡ西都

群馬 前橋市立上川淵小学校 小4 高山　虹実 ＪＡ前橋市

石川 金沢市立泉野小学校 小4 垣内　梨緒 ＪＡ金沢市

岐阜 大垣市立安井小学校 小4 今井　小百合 ＪＡにしみの

静岡 静岡市立清水有度第一小学校 小4 菅原　佳奈 ＪＡしみず

大阪 泉大津市立穴師小学校 小4  　川　泰平 ＪＡいずみの

奈良 帝塚山小学校 小4 坂口　日奈子 ＪＡならけん

徳島 つるぎ町立半田小学校 小4 鎌倉　花凪 ＪＡ美馬

群馬 前橋市立時沢小学校 小5 鈴木　健 ＪＡ前橋市

東京 青梅市立第二小学校 小5 関口　美夢 ＪＡ西東京

富山 立山町立立山中央小学校 小5 鵜飼　心優 ＪＡアルプス

京都 亀岡市立安詳小学校 小5 齊藤　樹の ＪＡ京都

鳥取 米子市立就将小学校 小5 槇野　可望亜 ＪＡ鳥取西部

島根 雲南市立大東小学校 小5 和多田　俱子 ＪＡしまね

高知 安芸市立穴内小学校 小5 楠瀬　心実 ＪＡ高知県

第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・福島県 小1 齋須 玲那さんの【齋】が外字。（「齋」となります。）
・大阪府 小4 辻川 泰平さんの【辻】が外字。(1点しんにょうとなります。)
・奈良県 帝塚山小学校の【塚】が外字。(「塚」ではなく【塚】となります。)
・京都府 小5 齊藤 樹のさんの【齊】が外字。（「齊」となります。）
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第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・愛知県 小6 吉田 有咲さんの【吉】が外字。（「吉」の上部は「土」となります。）
・宮城県 中1 小林 花漣さんの【漣】が外字。(しんにょう部分は2点しんにょうとなります。)
・千葉県 千葉市立葛城中学校の【葛】が外字。(「葛」は（ヒ）ではなく（人）となります。)
・沖縄県 中3 齊藤 聖さんの【齊】が外字。（「齊」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 神奈川 平塚市立横内小学校 小6 山本　真那 ＪＡ湘南

会長賞･佳作 愛知 春日井市立白山小学校 小6 𠮷田　有咲 ＪＡ尾張中央

条幅の部の続き 兵庫 たつの市立誉田小学校 小6 白井　沙季 ＪＡ兵庫西

鳥取 米子市立淀江小学校 小6 石田　悠真 ＪＡ鳥取西部

香川 香川大学教育学部附属高松小学校 小6 北村　朋子 ＪＡ香川県

熊本 宇城市立豊福小学校 小6 本村　月渚 ＪＡ熊本うき

宮崎 宮崎大学教育学部附属小学校 小6 西川　和希 ＪＡ宮崎中央

宮城 富谷市立東向陽台中学校 中1 小林　花漣 ＪＡ新みやぎ

大阪 堺市立福泉中学校 中1 西野　織 ＪＡ堺市

和歌山 新宮市立光洋中学校 中1 前田　耀斗 ＪＡみくまの

鳥取 米子市立淀江中学校 中1 安藤　心華 ＪＡ鳥取西部

岡山 倉敷市立東中学校 中1 佐野　文哉 ＪＡ倉敷かさや

佐賀 白石町立白石中学校 中1 山口　菜々見 ＪＡさが

鹿児島 津曲学園鹿児島修学館中学校 中1 大島　崇実 ＪＡ鹿児島みらい

東京 あきる野市立秋多中学校 中2 菅原　明 ＪＡあきがわ

三重 四日市市立富洲原中学校 中2 水谷　奈緒 ＪＡみえきた

奈良 橿原市立八木中学校 中2 佐伯　和哉 ＪＡならけん

和歌山 開智中学校 中2 瀬戸　なずな ＪＡわかやま

鳥取 米子市立湊山中学校 中2 槇野　永人 ＪＡ鳥取西部

岡山 玉野市立東児中学校 中2 宮脇　優実 ＪＡ岡山

鹿児島 指宿市立山川中学校 中2 浦郷　百花 ＪＡいぶすき

青森 弘前市立第一中学校 中3 川村　亮誠 ＪＡつがる弘前

埼玉 埼玉県立伊奈学園中学校 中3 武末　直弥 ＪＡさいたま

千葉 千葉市立葛城中学校 中3 吉野　碧 ＪＡ千葉みらい

静岡 静岡大学教育学部附属島田中学校 中3 田代　愛実 ＪＡ大井川

京都 舞鶴市立青葉中学校 中3 田中　聖愛 ＪＡ京都にのくに

鳥取 米子市立尚徳中学校 中3 木山　弥優 ＪＡ鳥取西部

沖縄 沖縄尚学高等学校附属中学校 中3 齊藤　聖 ＪＡおきなわ
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第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・三重県 小4 廣岡 蓮斗さんの【廣】が外字。（【廣】の中が【黄】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 岐阜 安八町立名森小学校 小1 中村　夢菜 ＪＡにしみの

会長賞･佳作 京都 木津川市立相楽台小学校 小1 添田　千暁 ＪＡ京都やましろ

半紙の部 大阪 堺市立福泉小学校 小1 稲田　慶 ＪＡ堺市

島根 松江市立津田小学校 小1 足立　想来 ＪＡしまね

広島 広島市立幟町小学校 小1 佐々木　結麻 ＪＡ広島市

山口 下関市立角倉小学校 小1 我如古　ゆいり ＪＡ山口県

沖縄 沖縄市立美東小学校 小1 よなは　こうき ＪＡおきなわ

宮城 仙台市立連坊小路小学校 小2 那波  菜月 ＪＡ仙台

富山 高岡市立戸出西部小学校 小2 松平　朋也 ＪＡ高岡

石川 輪島市立鳳至小学校 小2 牛腸　七織 ＪＡおおぞら

三重 伊勢市立御薗小学校 小2 岩村　律希 ＪＡ伊勢

高知 高知市立三里小学校 小2 宮地　嘉一 ＪＡ高知市

佐賀 小城市立芦刈小学校 小2 渡邊　陽亮 ＪＡさが

大分 大分市立松岡小学校 小2 江藤 りほ ＪＡおおいた

福島 いわき市立藤原小学校 小3 阿部　心春 ＪＡ福島さくら

福井 若狭町立瓜生小学校 小3 川上　紗季 ＪＡ若狭

静岡 藤枝市立朝比奈第一小学校 小3 石切山　莉登 ＪＡ大井川

三重 四日市市立大矢知興譲小学校 小3 井上　碧 ＪＡみえきた

滋賀 高島市立青柳小学校 小3 古川　空優 ＪＡ西びわこ

福岡 筑後市立西牟田小学校 小3 永石　万由花 ー

大分 別府市立南立石小学校 小3 鹿子木 帆夏 ＪＡべっぷ日出

群馬 前橋市立上川淵小学校 小4 鈴木　璃音 ＪＡ前橋市

山梨 笛吹市立八代小学校 小4 黒澤　弥来 ＪＡふえふき

長野 安曇野市立穂高南小学校 小4 武居　緖浬 ＪＡあづみ

三重 伊賀市立成和東小学校 小4 　 岡　蓮斗 ＪＡいがふるさと

島根 出雲市立今市小学校 小4 並河　志保里 ＪＡしまね

愛媛 今治市立常盤小学校 小4 石丸　侑花 ＪＡおちいまばり

沖縄 沖縄市立越来小学校 小4 伊波　朱雀 ＪＡおきなわ

埼玉 越谷市立明正小学校 小5 岩上　ひより ＪＡ越谷市

富山 射水市立大島小学校 小5 中谷　心葵 ＪＡいみず野

兵庫 三木市立上吉川小学校 小5 片山　綱太 ＪＡみのり

和歌山 有田市立保田小学校 小5 落合　結菜 ＪＡありだ

愛媛 四国中央市立中之庄小学校 小5 仁木　　杏 ＪＡうま

宮崎 西都市立妻北小学校 小5 兒玉　心花 ＪＡ西都

鹿児島 鹿児島市立中山小学校 小5 岸田　和也 ＪＡ鹿児島みらい
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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 鶴岡市立広瀬小学校 小6 渡部　未蘭 ＪＡ庄内たがわ

会長賞･佳作 山梨 甲府市立大国小学校 小6 河野　海月 ＪＡ山梨みらい

半紙の部の続き 大阪 高槻市立北日吉台小学校 小6 宇野　希 ＪＡたかつき

兵庫 加西市立泉小学校 小6 森脇　壮志 ＪＡ兵庫みらい

広島 呉市立川尻小学校 小6 竹内　愛美 ＪＡ芸南

佐賀 伊万里市立山代東小学校 小6 星本　京香 ＪＡ伊万里

長崎 佐世保市立祇園小学校 小6 中道　りな ＪＡながさき西海

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中1 對馬　愛佳 ＪＡつがる弘前

東京 青梅市立霞台中学校 中1 河口　歩幸 ＪＡ西東京

岐阜 岐阜市立藍川中学校 中1 大野　衣茉里 ＪＡぎふ

京都 福知山市立六人部中学校 中1 中野　心海 ＪＡ京都

和歌山 近畿大学附属和歌山中学校 中1 橋本　学玖 ＪＡわかやま

徳島 三好市立池田中学校 中1 的場　瑞季 ＪＡ阿波みよし

佐賀 佐賀県立唐津東中学校 中1 中村　葵 ＪＡからつ

岩手 二戸市立金田一中学校 中2 横山　和沙 ＪＡ新いわて

宮城 登米市立中田中学校 中2 熊谷  帆乃佳 ＪＡみやぎ登米

埼玉 坂戸市立桜中学校 中2 荻野　のい ＪＡいるま野

千葉 君津市立周南中学校 中2 上村　彩月 ＪＡきみつ

鳥取 鳥取大学附属中学校 中2 筒井　友隆 ＪＡ鳥取いなば

徳島 三好市立池田中学校 中2 武田　大和 ＪＡ阿波みよし

宮崎 都城市立祝吉中学校 中2 西　萌子 ＪＡ都城

北海道 置戸町立置戸中学校 中3 北村　菜絵 ー

滋賀 甲賀市立甲南中学校 中3 杉本　響 ＪＡこうか

兵庫 小野市立旭丘中学校 中3 朝井　晴夏 ＪＡ兵庫みらい

岡山 玉野市立東児中学校 中3 清板　柚有 ＪＡ岡山

香川 高松市立木太中学校 中3 川田　妃織 ＪＡ香川県

熊本 ルーテル学院中学校 中3 藤川　千華 ＪＡ熊本市

宮崎 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 中3 冬野　楓子 ＪＡ宮崎中央

第63回（令和元年度） JA共済 全国小・中学生書道コンクール入賞者一覧

・長崎県 佐世保市立祇園小学校の【祇】が外字。(「祗」ではなく【祇】となります。)


