
賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

農林水産大臣賞 福岡 福岡市立鳥飼小学校 小2 中村　美月 ー

条幅の部 長崎 松浦市立御厨小学校 小3 小松　愛菜 ＪＡながさき西海

岡山 倉敷市立長尾小学校 小6 逸見　晋平 ＪＡ晴れの国岡山

栃木 宇都宮市立星が丘中学校 中3 荒山　花帆 ＪＡうつのみや

農林水産大臣賞 高知 香南市立野市東小学校 小2 下元　悠世 ＪＡ高知県

半紙の部 熊本 八代市立千丁小学校 小4 蓑田　明恵 ＪＡやつしろ

和歌山 岩出市立中央小学校 小6 増井　菜友 ＪＡ紀の里

千葉 柏市立手賀中学校 中1 吉満　優菜 ＪＡちば東葛󠄀

文部科学大臣賞 石川 国立金沢大学附属小学校 小1 安宅　志 ＪＡ金沢市

条幅の部 静岡 牧之原市立相良小学校 小4 植田　虎翔 ＪＡハイナン

茨城 笠間市立岩間第一小学校 小5 谷口　仁美 ＪＡ常陸

埼玉 行田市立忍中学校 中2 三畑　悠陽 ＪＡほくさい

文部科学大臣賞 三重 桑名市立大山田東小学校 小1 藤島 優弥 ＪＡみえきた

半紙の部 青森 青森市立浪打小学校 小3 奈良　智哉 ＪＡ青森

愛知 小牧市立味岡小学校 小5 那須　大暉 ＪＡ尾張中央

茨城 笠間市立友部第二中学校 中3 赤津　みやび ＪＡ常陸

全国農業協同組合中央会会長賞 山梨 笛吹市立一宮南小学校 小1 下重　英大 ＪＡふえふき

条幅の部 鹿児島 鹿児島市立中郡小学校 小3 柿内　瑚子 ＪＡ鹿児島みらい

兵庫 神戸市立竹の台小学校 小5 端　菜々美 ＪＡ兵庫六甲

新潟 国立新潟大学附属長岡中学校 中1 新保　心菜 ー

全国農業協同組合中央会会長賞 大阪 和泉市立光明台北小学校 小1 狗　　 柚良 ＪＡいずみの

半紙の部 佐賀 佐賀市立思斉小学校 小4 中原　紗希 ＪＡさが

千葉 成田市立加良部小学校 小5 星野　愛実 ＪＡ成田市

新潟 国立新潟大学附属長岡中学校 中2 磴　碧珠 ー

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 和歌山 和歌山市立小倉小学校 小2 池田　統真 ＪＡわかやま

条幅の部 兵庫 小野市立小野小学校 小4 松田　咲那 ＪＡ兵庫みらい

山梨 笛吹市立八代小学校 小6 黒澤　弥来 ＪＡふえふき

福井 坂井市立三国中学校 中1 向野　一愛 ＪＡ福井県

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 熊本 玉名市立玉名町小学校 小2 岩本　海音 ＪＡたまな

半紙の部 埼玉 鴻巣市立屈巣小学校 小3 武井　陽万莉 ＪＡほくさい

山梨 甲州市立勝沼小学校 小6 岩間　あおい ＪＡフルーツ山梨

茨城 石岡市立園部中学校 中2 岸川　嘉恋 ＪＡやさと

全国共済農業協同組合連合会 香川 高松市立屋島西小学校 小1 佐々木　咲波 ＪＡ香川県

会長賞･金賞 埼玉 川越市立中央小学校 小2 天野　愛海 ＪＡいるま野

条幅の部 岡山 倉敷市立児島小学校 小3 山水　伊都 ＪＡ晴れの国岡山

千葉 白子町立白潟小学校 小4 篁　京香 ＪＡ長生

岡山 倉敷市立玉島小学校 小5 梅田　梨瑚 ＪＡ晴れの国岡山

兵庫 たつの市立神岡小学校 小6 國枝　咲希 ＪＡ兵庫西

福島 川俣町立川俣中学校 中1 齋藤　ゆうあ ＪＡふくしま未来

千葉 鎌ケ谷市立第四中学校 中2 平林　愛梨 ＪＡとうかつ中央

東京 青梅市立霞台中学校 中3 河口　歩幸 ＪＡ西東京

全国共済農業協同組合連合会 鹿児島 学校法人池田学園池田小学校 小1 石橋　直樹 ＪＡ鹿児島みらい

会長賞･金賞 愛知 小牧市立村中小学校 小2 佐橋　美春 ＪＡ尾張中央

半紙の部 宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小3 請川　楓空 ＪＡ宮崎中央

栃木 宇都宮市立陽南小学校 小4 福冨　蒼空 ＪＡうつのみや

宮城 登米市立米谷小学校 小5 千葉 心璃愛 ＪＡみやぎ登米

岡山 倉敷市立茶屋町小学校 小6 西井　結惟 ＪＡ晴れの国岡山

岩手 滝沢市立滝沢南中学校 中1 柳谷　咲希 ＪＡ新いわて

青森 黒石市立中郷中学校 中2 佐々木　胡春 ＪＡ津軽みらい

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中3 對馬　愛佳 ＪＡつがる弘前

・大阪府 小1 狗巻 柚良さんの【巻】が外字。(【巻】ではなく【 】となります。)
・千葉県 ＪＡちば東葛の「葛」が外字。(「葛」ではなく「葛󠄀」となります。)

巻

巻
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全国共済農業協同組合連合会 長野 諏訪市立中洲小学校 小1 岩波　あおい ＪＡ信州諏訪

会長賞･銀賞 熊本 八代市立鏡小学校 小1 水本　結梨 ＪＡやつしろ

条幅の部 広島 呉市立白岳小学校 小2 湯中　信稀 ＪＡ呉

徳島 つるぎ町立半田小学校 小2 岡　結子 ＪＡ美馬

愛知 小牧市立三ツ渕小学校 小3 中嶋　栞里 ＪＡ尾張中央

沖縄 那覇市立真地小学校 小3 平良　彰之助 ＪＡおきなわ

栃木 宇都宮市立陽南小学校 小4 福冨　蒼空 ＪＡうつのみや

宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小4 吉田　大德 ＪＡ宮崎中央

山梨 南部町立栄小学校 小5 佐野　百音 ＪＡ山梨みらい

佐賀 伊万里市立東山代小学校 小5 堀田　心彩 ＪＡ伊万里

茨城 輝翔学園つくば市立谷田部小学校 小6 中泉　佑悠 ＪＡつくば市谷田部

和歌山 和歌山市立雑賀小学校 小6 的場　匠海 ＪＡわかやま

山形 遊佐町立遊佐中学校 中1 佐々木　大河 ＪＡ庄内みどり

千葉 館山市立館山中学校 中1 川名　歩莉 ＪＡ安房

東京 葛飾区立奥戸中学校 中2 松﨑　希々香 ＪＡ東京スマイル

香川 高松市立紫雲中学校 中2 渡部　彩乃 ＪＡ香川県

茨城 笠間市立岩間中学校 中3 増谷　ひなた ＪＡ常陸

沖縄 沖縄県立開邦中学校 中3 金城　志歩 ＪＡおきなわ

全国共済農業協同組合連合会 埼玉 上尾市立東町小学校 小1 簗川　心花 ＪＡさいたま

会長賞･銀賞 奈良 橿原市立白橿北小学校 小1 井上　晴貴 ＪＡならけん

半紙の部 兵庫 小野市立大部小学校 小2 柳田　菜央 ＪＡ兵庫みらい

香川 さぬき市立志度小学校 小2 菊池　怜香 ＪＡ香川県

京都 舞鶴市立中筋小学校 小3 川角　星愛 ＪＡ京都にのくに

沖縄 沖縄市立美東小学校 小3 與那覇　光輝 ＪＡおきなわ

埼玉 吉見町立南小学校 小4 小髙　寛子 ＪＡ埼玉中央

千葉 成田市立公津の杜小学校 小4 篠原　朝陽 ＪＡ成田市

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小5 柳谷　祐希 ＪＡ新いわて

和歌山 岩出市立山崎北小学校 小5 井辺　美莉 ＪＡ紀の里

青森 青森市立浪打小学校 小6 奈良　ひより ＪＡ青森

茨城 笠間市立笠間小学校 小6 稲田　悠力 ＪＡ常陸

山形 遊佐町立遊佐中学校 中1 佐々木　大河 ＪＡ庄内みどり

香川 坂出市立坂出中学校 中1 中元　ほのか ＪＡ香川県

埼玉 加須市立昭和中学校 中2 安藤　凜 ＪＡほくさい

福岡 福岡市立当仁中学校 中2 奥村　琴乃 ー

愛知 岡崎市立美川中学校 中3 内田　実優 ＪＡあいち三河

宮崎 西都市立妻中学校 中3 本部　千尋 ＪＡ西都

・埼玉県 小4 小高 寛子さんの【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 福井 福井大学教育学部附属義務教育学校 小1 かねだ　よしか ＪＡ共済連

会長賞･銅賞 徳島 東みよし町立昼間小学校 小1 立川　媛南乃 ＪＡ阿波みよし

条幅の部 高知 高知市立はりまや橋小学校 小1 髙橋　雄良 ＪＡ高知市

福島 白河市立みさか小学校 小2 佐藤　宗信 ＪＡ夢みなみ

神奈川 平塚市立真土小学校 小2 中島　弘晴 ＪＡ湘南

長崎 雲仙市立千々石第一小学校 小2 溝田　寿珠 ＪＡ島原雲仙

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小3 柳谷　歩希 ＪＡ新いわて

宮城 仙台市立八幡小学校 小3 大石　りさ ＪＡ仙台

熊本 玉名市立玉水小学校 小3 笠　悠聖 ＪＡたまな

青森 黒石市立黒石小学校 小4 葛西　龍 ＪＡ津軽みらい

山梨 北杜市立高根西小学校 小4 古屋　駿吏 ＪＡ梨北

岡山 岡山大学教育学部附属小学校 小4 津崎　春馬 ＪＡ岡山

埼玉 熊谷市立熊谷西小学校 小5 山石　埜乃 ＪＡくまがや

和歌山 和歌山市立楠見小学校 小5 野田　明希 ＪＡわかやま

香川 高松市立中央小学校 小5 佐々木　玲香 ＪＡ香川県

群馬 前橋市立上川淵小学校 小6 髙山　虹実 ＪＡ前橋市

埼玉 春日部市立八木崎小学校 小6 松田　葉月 ＪＡ南彩

千葉 鎌ケ谷市立南部小学校 小6 髙橋　実那 ＪＡとうかつ中央

青森 黒石市立中郷中学校 中1 佐藤　舞子 ＪＡ津軽みらい

和歌山 紀美野町立美里中学校 中1 岡本　実穏 ＪＡながみね

岡山 倉敷市立玉島東中学校 中1 梅田　梨里 ＪＡ晴れの国岡山

新潟 国立新潟大学附属長岡中学校 中2 磴　碧珠 ー

岡山 玉野市立東児中学校 中2 髙畠　柑奈 ＪＡ岡山

佐賀 成穎中学校 中2 古賀　美智 ＪＡ佐賀市中央

千葉 志学館中等部 中3 櫻井　楓月 ＪＡ木更津市

静岡 静岡学園中学校 中3 川本　美夢 ＪＡ静岡市

佐賀 白石町立白石中学校 中3 山口　菜々見 ＪＡさが

全国共済農業協同組合連合会 千葉 成田市立公津の杜小学校 小1 篠原　蘭 ＪＡ成田市

会長賞･銅賞 福井 坂井市立高椋小学校 小1 つぼかわ　みう ＪＡ福井県

半紙の部 高知 高知市立神田小学校 小1 武田　昂大 ＪＡ高知市

和歌山 有田川町立藤並小学校 小2 丸野　杏莉 ＪＡありだ

岡山 浅口市立金光吉備小学校 小2 海上　杏 ＪＡ晴れの国岡山

徳島 徳島文理小学校 小2 近藤　花帆 ＪＡ徳島市

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小3 柳谷　歩希 ＪＡ新いわて

千葉 八千代市立村上東小学校 小3 寺内　梨乃 ＪＡ八千代市

東京 江戸川区立第七葛西小学校 小3 柴原　秀吉 ＪＡ東京スマイル

山梨 南部町立栄小学校 小4 浅野　優愛 ＪＡ山梨みらい

福井 福井大学教育学部附属義務教育学校 小4 馬じま　秀 ＪＡ共済連

長崎 佐世保市立山手小学校 小4 原田　早希子 ＪＡながさき西海

大阪 和泉市立青葉はつが野小学校 小5 川﨑　莉帆 ＪＡいずみの

徳島 三好市立池田小学校 小5 麻木　志保 ＪＡ阿波みよし

愛媛 四国中央市立妻鳥小学校 小5 石村　渚桜 ＪＡうま

宮城 登米市立米谷小学校 小6 千葉 愛美璃 ＪＡみやぎ登米

岐阜 高山市立江名子小学校 小6 西野　花音 ＪＡひだ

兵庫 洲本市立由良小学校 小6 粟　悠希 ＪＡ淡路日の出

岡山 岡山県立倉敷天城中学校 中1 秋田　姫依 ＪＡ晴れの国岡山

徳島 三好市立池田中学校 中1 三井　輝星 ＪＡ阿波みよし

愛媛 今治明徳中学校 中1 高　雪乃 ＪＡおちいまばり

千葉 茂原市立東中学校 中2 淡路　航生 ＪＡ長生

岐阜 岐阜市立岐阜中央中学校 中2 杉村　蓮里 ＪＡぎふ

静岡 掛川市立西中学校 中2 森田　蕗乃 ＪＡ掛川市

千葉 東金市立東中学校 中3 中島　真子 ＪＡ山武郡市

静岡 吉田町立吉田中学校 中3 小泉　美奈子 ＪＡハイナン

兵庫 小野市立旭丘中学校 中3 藤原　李帆 ＪＡ兵庫みらい

・高知県 小1 高橋 雄良さんの【高】が外字。(「高」ではなく「髙」になります。)
・千葉県 小6 高橋 実那さんの【高】が外字。(「高」ではなく「髙」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 群馬 太田市立沢野小学校 小1 中村　光太郎 ＪＡ太田市

会長賞･佳作 千葉 山武市立大富小学校 小1 西塚　悠乃 ＪＡ山武郡市

条幅の部 愛知 稲沢市立大里東小学校 小1 田井　杏佳 ＪＡ愛知西

滋賀 守山市立速野小学校 小1 杉本　愛莉花 ＪＡレーク滋賀

大阪 堺市立登美丘南小学校 小1 白波瀬　由季 ＪＡ堺市

愛媛 西条市立国安小学校 小1 長井　嶺 ＪＡ周桑

大分 別府市立山の手小学校 小1 明石　竣介 ＪＡべっぷ日出

石川 野々市市立野々市小学校 小2 西村　琴糸 ＪＡののいち

滋賀 守山市立中洲小学校 小2 西村　悠希 ＪＡレーク滋賀

京都 京田辺市立普賢寺小学校 小2 伊東　夏佳 ＪＡ京都やましろ

大阪 高槻市立日吉台小学校 小2 明石　和奏 ＪＡたかつき

奈良 桜井市立安倍小学校 小2 石田　華音 ＪＡならけん

山口 下関市立豊浦小学校 小2 松下　真宙 ＪＡ山口県

大分 大分市立下郡小学校 小2 千原　彩葉 ＪＡおおいた

北海道 芽室町立芽室西小学校 小3 河野　永茉 ー

山形 鶴岡市立櫛引東小学校 小3 明賀　璃音 ＪＡ庄内たがわ

神奈川 相模原市立鹿島台小学校 小3 青木　秀峻 ＪＡ相模原市

富山 高岡市立木津小学校 小3 東海　理桜 ＪＡ高岡

兵庫 加西市立富田小学校 小3 荒木　奏志 ＪＡ兵庫みらい

島根 出雲市立今市小学校 小3 並河　美里 ＪＡしまね

広島 東広島市立東西条小学校 小3 宇津　栄汰 ＪＡ広島中央

東京 青梅市立第二小学校 小4 勝山　真 ＪＡ西東京

岐阜 岐阜市立長森東小学校 小4 鶴田　さくら ＪＡぎふ

三重 四日市市立河原田小学校 小4 村木　太一 ＪＡみえきた

広島 呉市立昭和中央小学校 小4 金岡　結菜 ＪＡ呉

山口 下関市立勝山小学校 小4 木嶋　咲花 ＪＡ山口県

長崎 諫早市立上山小学校 小4 池田　凛愛 ＪＡながさき県央

鹿児島 鹿児島市立吉野小学校 小4 最上　由依菜 ＪＡ鹿児島みらい

岩手 滝沢市立鵜飼小学校 小5 柳谷　祐希 ＪＡ新いわて

東京 葛飾区立上小松小学校 小5 櫛󠄁田　りみ ＪＡ東京スマイル

福井 鯖江市立待小学校 小5 西岡　幸笑 ＪＡ福井県

愛知 小牧市立一色小学校 小5 西中　愛莉 ＪＡ尾張中央

奈良 橿原市立白橿北小学校 小5 井上　裟雪 ＪＡならけん

宮崎 宮崎市立本郷小学校 小5 松本　晃明 ＪＡ宮崎中央

鹿児島 鹿児島市立伊敷小学校 小5 松澤　歩咲 ＪＡ鹿児島みらい

・福井県 鯖󠄀江市立待小学校の【鯖󠄀】が外字。(鯖󠄀の月部分が「円」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 岩手 遠野市立遠野北小学校 小6 古川　凪紗 ＪＡいわて花巻

会長賞･佳作 宮城 登米市立米谷小学校 小6 千葉 愛美璃 ＪＡみやぎ登米

条幅の部の続き 栃木 宇都宮市立陽南小学校 小6 福冨　叶望 ＪＡうつのみや

静岡 浜松市立三方原小学校 小6 一木　瑛哉 ＪＡとぴあ浜松

三重 桑名市立大山田東小学校 小6 藤島 彩葉 ＪＡみえきた

奈良 高取町立たかむち小学校 小6 福西　希彩 ＪＡならけん

高知 私立高知小学校 小6 中岡　桃子 ＪＡ高知市

群馬 渋川市立古巻中学校 中1 長澤　奈保 ＪＡ北群渋川

神奈川 藤沢市立片瀬中学校 中1 大塚　優衣 ＪＡさがみ

静岡 常葉大学附属菊川中学校 中1 本多　星和 ＪＡ遠州夢咲

鳥取 米子市立湊山中学校 中1 槇野　可望亜 ＪＡ鳥取西部

山口 下関市立日新中学校 中1 末光　瑠羽香 ＪＡ山口県

香川 高松市立木太中学校 中1 女賀　結菜 ＪＡ香川県

宮崎 宮崎大学教育学部附属中学校 中1 本田　健丈 ＪＡ宮崎中央

宮城 登米市立佐沼中学校 中2 佐々木　仁楠 ＪＡみやぎ登米

山梨 中央市立玉穂中学校 中2 深味　かんな ＪＡ山梨みらい

京都 京田辺市立田辺中学校 中2 植田　悠衣 ＪＡ京都やましろ

大阪 高槻市立阿武野中学校 中2 南木　柚香 ＪＡたかつき

鳥取 米子市立淀江中学校 中2 堀口　すみれ ＪＡ鳥取西部

愛媛 今治市立立花中学校 中2 阿部　琴美 ＪＡ今治立花

鹿児島 鹿児島市立長田中学校 中2 有村　真那 ＪＡ鹿児島みらい

埼玉 熊谷市立熊谷東中学校 中3 小柳　夢湖 ＪＡくまがや

岐阜 各務原市立鵜沼中学校 中3 渡邊　雫 ＪＡぎふ

兵庫 小野市立旭丘中学校 中3 石井　里奈 ＪＡ兵庫みらい

和歌山 近畿大学附属和歌山中学校 中3 橋本　学玖 ＪＡわかやま

徳島 上板町立上板中学校 中3 柿原　悠花 ＪＡ板野郡

香川 高松市立龍雲中学校 中3 坂賀　憩 ＪＡ香川県

宮崎 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 中3 佐藤　実菜子 ＪＡ都城
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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 洋野町立種市小学校 小1 十文字　怜李 ＪＡ新いわて

会長賞･佳作 神奈川 南足柄市立岡本小学校 小1 人見　華香 ＪＡかながわ西湘

半紙の部 富山 入善町立上青小学校 小1 華藏閣　陽太 ＪＡみな穂

石川 金沢市立富樫小学校 小1 立岩　夏帆 ＪＡ金沢市

岐阜 岐阜市立市橋小学校 小1 田中　翠晴 ＪＡぎふ

熊本 八代市立麦島小学校 小1 深田　真麻 ＪＡやつしろ

大分 大分市立松岡小学校 小1 下田　沙和 ＪＡおおいた

北海道 札幌市立山鼻小学校 小2 大和田　めい ー

群馬 みなかみ町立古馬牧小学校 小2 髙橋　蓮 ＪＡ利根沼田

三重 四日市市立常磐西小学校 小2 近藤　美咲 ＪＡみえきた

滋賀 大津市立瀬田南小学校 小2 赤㟢　心優 ＪＡレーク滋賀

鳥取 米子市立義方小学校 小2 景山　心陽 ＪＡ鳥取西部

福岡 大川市立田口小学校 小2 大津　結茉 ー

宮崎 宮崎市立広瀬北小学校 小2 吉田　匡德 ＪＡ宮崎中央

福島 郡山市立芳山小学校 小3 高橋　沙英 ＪＡ福島さくら

長野 佐久市立臼田小学校 小3 市川　來幸 ＪＡ佐久浅間

三重 伊賀市立成和東小学校 小3 　 岡　煌斗 ＪＡいがふるさと

兵庫 小野市立大部小学校 小3 岡田　圭叶 ＪＡ兵庫みらい

山口 宇部市立神原小学校 小3 𠮷田　和功 ＪＡ山口県

長崎 佐世保市立山手小学校 小3 山田　沙佳 ＪＡながさき西海

鹿児島 鹿児島市立西紫原小学校 小3 德留　さら ＪＡ鹿児島みらい

北海道 乙部町立乙部小学校 小4 阿部　怜々葉 ー

秋田 横手市立増田小学校 小4 柴田　ゆう ー

福島 南会津町立南郷小学校 小4 脇坂　心捺 ＪＡ会津よつば

鳥取 琴浦町立船上小学校 小4 西村　陽菜 ＪＡ鳥取中央

広島 広島市立竹屋小学校 小4 水長　千晴 ＪＡ広島市

山口 下関市立小月小学校 小4 石田　彩 ＪＡ山口県

愛媛 西条市立吉岡小学校 小4 鈴木　智依 ＪＡ周桑

山形 高畠町立亀岡小学校 小5 渡部　美乃里 ＪＡ山形おきたま

栃木 小山市立小山第一小学校 小5 八木　花穏 ＪＡおやま

群馬 前橋市立時沢小学校 小5 阿佐美　楓 ＪＡ前橋市

石川 金沢市立三馬小学校 小5 東　結菜 ＪＡ金沢中央

広島 広島市立落合東小学校 小5 小田　夢華 ＪＡ広島市

長崎 佐世保市立山手小学校 小5 渡　　紗也果 ＪＡながさき西海

鹿児島 鹿児島市立星峯西小学校 小5 石原　充葵 ＪＡ鹿児島みらい

・滋賀県 小2 赤嵜 心優さんの【嵜】が外字。（【嵜】ではなく【㟢】となります。）
・三重県 小3 廣岡 煌斗さんの【廣】が外字。（【廣】の中が【黄】となります。）
・山口県 小3 𠮷田 和功さんの【吉】が外字。（【吉】の上部は【土】となります。）
・長崎県 小5 渡會 紗也果さんの【會】が外字。(【會】ではなく【 】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 福島 いわき市立磐崎小学校 小6 加藤　愛菜 ＪＡ福島さくら

会長賞･佳作 富山 入善町立入善小学校 小6 藤岡　彩乃 ＪＡみな穂

半紙の部の続き 静岡 焼津市立大井川東小学校 小6 築地　芽生子 ＪＡ大井川

愛知 江南市立古知野南小学校 小6 土方　結衣 ＪＡ愛知北

三重 伊賀市立成和東小学校 小6  　岡　蓮斗 ＪＡいがふるさと

広島 広島市立安東小学校 小6 村上　紗耶 ＪＡ広島市

高知 いの町立枝川小学校 小6 今橋　美紅 ＪＡ高知県

東京 青梅市立第二中学校 中1 関口　美夢 ＪＡ西東京

福井 鯖江市鯖江中学校 中1 伊藤　千翔 ＪＡ福井県

山梨 私立駿台甲府中学校 中1 根津　琴子 ＪＡ山梨みらい

京都 木津川市立木津第二中学校 中1 吉田　愛梨 ＪＡ京都やましろ

鳥取 米子市立淀江中学校 中1 藤原　柚月 ＪＡ鳥取西部

佐賀 佐賀県立致遠館中学校 中1 本多　未侑 ＪＡさが

宮崎 宮崎市立久峰中学校 中1 川越　美来 ＪＡ宮崎中央

岩手 岩手大学教育学部附属中学校 中2 渡辺　果歩 ＪＡいわて中央

秋田 大館市立第一中学校 中2 藤原　沙妃 ー

長野 生坂村立生坂中学校 中2 大総　ひなの ＪＡ松本ハイランド

滋賀 彦根市立西中学校 中2 堀　智紗子 ＪＡ東びわこ

奈良 奈良市立伏見中学校 中2 森本　楼世 ＪＡならけん

鳥取 米子市立淀江中学校 中2 竹田　華楽 ＪＡ鳥取西部

島根 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 中2 鈴木　瑛大 ＪＡしまね

秋田 横手市立平鹿中学校 中3 齊藤　彩美 ー

神奈川 南足柄市立岡本中学校 中3 村山　愛衣 ＪＡかながわ西湘

鳥取 米子市立淀江中学校 中3 金本　恋 ＪＡ鳥取西部

島根 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程 中3 山本　寧々 ＪＡしまね

岡山 岡山市立福南中学校 中3 星子　沙紀 ＪＡ岡山

山口 下関市立安岡中学校 中3 中尾　美知留 ＪＡ山口県

沖縄 豊見城市立長嶺中学校 中3 渡口　蒼琉 ＪＡおきなわ

・三重県 小6 廣岡 蓮斗さんの【廣】が外字。（【廣】の中が【黄】となります。）
・福井県 鯖󠄀江市鯖󠄀江中学校の【鯖󠄀】が外字。（鯖󠄀の月部分が「円」となります。）
・島根県 中2 鈴木 瑛大さんの学年は義務教育学校のため「8年」となります。
・島根県 中3 山本 寧々さんの学年は義務教育学校のため「9年」となります。
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