
賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

内閣府特命担当大臣賞 鹿児島 鹿児島市立桜丘東小学校 小1 圖師　茜音 ＪＡ鹿児島みらい

長野 松本市立開智小学校 小6 清水　結梨 ＪＡ松本ハイランド

岡山 岡山市立京山中学校 中2 上尾　美咲 ＪＡ岡山

農林水産大臣賞 宮城 仙台市立館小学校 小2 山尾　まこ ＪＡ仙台

広島 広島市立飯室小学校 小6 藤井　奏 ＪＡ広島市

沖縄 宮古島市立平良中学校 中1 新城　萌依 ＪＡおきなわ

警察庁長官賞 広島 安芸高田市立美土里小学校 小1 桜田　真也 ＪＡ広島北部

新潟 佐渡市立両津吉井小学校 小4 佐藤　夢琉 ＪＡ佐渡

青森 南部町立福地中学校 中3 川守田　茜 ＪＡ八戸

文部科学大臣賞 岩手 大船渡市立立根小学校 小3 金野　瑠奈 ＪＡおおふなと

新潟 加茂市立須田小学校 小5 織原　胡桃 ＪＡにいがた南蒲

福島 新地町立尚英中学校 中2 遠藤　優心 ＪＡふくしま未来

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 鹿児島 指宿市立丹波小学校 小2 大山　清香 ＪＡいぶすき

長野 小諸市立水明小学校 小3 小山　友里 ＪＡ佐久浅間

高知 安芸市立安芸第一小学校 小4 加納　莉空 ＪＡ高知県

鹿児島 指宿市立魚見小学校 小5 仮屋﨑　沙良 ＪＡいぶすき

青森 むつ市立大湊中学校 中1 菊池　優 ＪＡ十和田おいらせ

島根 出雲市立斐川東中学校 中3 伊藤　歩海 ＪＡしまね

全国共済農業協同組合連合会 千葉 千葉市立宮崎小学校 小1 土屋　昊誠 ＪＡ千葉みらい

会長賞・金賞 和歌山 智辯学園和歌山小学校 小2 延與　晟一良 ＪＡわかやま

埼玉 越谷市立出羽小学校 小3 白川　歩美 ー

群馬 太田市立城西小学校 小4 星野　直太 ＪＡ太田市

愛知 稲沢市立稲沢北小学校 小5 橋本　愛彩 ＪＡ愛知西

熊本 菊池市立泗水東小学校 小6 草野　柚 ＪＡ菊池

徳島 徳島市八万中学校 中1 齊原　光嬉 ＪＡ徳島市

山梨 山梨市立山梨北中学校 中2 平野　心 ＪＡフルーツ山梨

愛媛 松前町立松前中学校 中3 谷本　拓海 ＪＡ松山市

令和3年度 ＪＡ共済 全国小・中学生第50回交通安全ポスターコンクール入賞者一覧

・鹿児島県 小5 仮屋崎 沙良さんの【崎】が外字。（「崎」ではなく「﨑」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 埼玉 ふじみ野市立三角小学校 小1 田村　真子 ー

会長賞・銀賞 石川 珠洲市立みさき小学校 小1 池端　咲華 ＪＡすずし

山梨 甲斐市立双葉東小学校 小2 久原　菜瑠 ＪＡ梨北

岡山 岡山市立伊島小学校 小2 上野　千尋 ＪＡ岡山

静岡 浜松市立大平台小学校 小3 斉藤　心音 ＪＡとぴあ浜松

宮崎 美郷町立西郷義務教育学校 小3 山内　蒼生 ー

青森 大鰐町立大鰐小学校 小4 葛󠄀西　日彩 ＪＡつがる弘前

佐賀 佐賀大学教育学部附属小学校 小4 岩永　佑音 ＪＡ佐賀市中央

三重 津市立家城小学校 小5 園　創一朗 ＪＡみえなか

佐賀 佐賀市立若楠小学校 小5 福井　晄大 ＪＡさが

栃木 小山市立穂積小学校 小6 石　 　由菜 ＪＡおやま

富山 入善町立上青小学校 小6 上田　光葵 ＪＡみな穂

長野 南木曽町立南木曽中学校 中1 藤原　貫汰 ＪＡ木曽

愛知 西尾市立鶴城中学校 中1 坂部　恵吾 ＪＡ西三河

秋田 大仙市立仙北中学校 中2 藤嶋　梨瑚 ＪＡ秋田おばこ

広島 広島市立安西中学校 中2 大本　悠仁 ＪＡ広島市

宮城 仙台市立将監東中学校 中3 峯岸　寧々 ＪＡ仙台

高知 安芸市立安芸中学校 中3 坂本　環奈 ＪＡ高知県

・青森県 小4 葛西 日彩さんの【葛】が外字。（「葛」ではなく「葛󠄀」となります。）
・栃木県 小6 石橋 由菜さんの【橋】が外字。（「橋」ではなく「 」となります。）𣘺

𣘺
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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 神奈川 横浜市立善部小学校 小1 小川　櫂 ー

会長賞・銅賞 福岡 柳川市立昭代第一小学校 小1 金城　悠陽 ー

佐賀 唐津市立鏡山小学校 小1 渡辺　七望葉 ＪＡからつ

三重 津市立千里ヶ丘小学校 小2 別府　和樹 ＪＡ津安芸

高知 安芸市立土居小学校 小2 大坪　詩織 ＪＡ高知県

福岡 朝倉市立福田小学校 小2 吉井　将真 ー

山形 山形市立西小学校 小3 大江　妃璃 ー

山梨 山中湖村立山中小学校 小3 松本　粋 ＪＡクレイン

鹿児島 霧島市立天降川小学校 小3 野崎　宏太 ＪＡあいら

石川 羽咋市立西北台小学校 小4 大塚　麻矢 ＪＡはくい

岡山 岡山市立妹尾小学校 小4 村上　天望 ＪＡ岡山

宮崎 日南市立潟上小学校 小4 坂元　琉晟 ー

広島 尾道市立三成小学校 小5 田渕　七星 ＪＡ尾道市

徳島 小松島市和田島小学校 小5 大和　蒼杏 ＪＡ東とくしま

大分 大分市立明野北小学校 小5 七樂　考輔 ＪＡおおいた

石川 羽咋市立西北台小学校 小6 竹川　結月 ＪＡはくい

岐阜 高山市立南小学校 小6 知手　怜奈 ＪＡひだ

高知 南国市立岡豊小学校 小6 髙橋　そよ ＪＡ高知県

福島 須賀川市立第一中学校 中1 柳沼　結音 ＪＡ夢みなみ

和歌山 紀の川市立打田中学校 中1 亀若　悠介 ＪＡ紀の里

熊本 熊本市立出水中学校 中1 木原　英理佳 ＪＡ熊本市

山形 鶴岡市立鶴岡第三中学校 中2 和田　桃子 ー

群馬 伊勢崎市立赤堀中学校 中2 江幡　海斗 ＪＡ佐波伊勢崎

千葉 四街道市立四街道西中学校 中2 濵﨑　愛望 ＪＡ千葉みらい

栃木 さくら市立氏家中学校 中3 寺澤　萌々香 ＪＡしおのや

岐阜 揖斐川町立揖斐川中学校 中3 松岡　舞子 ＪＡいび川

岡山 赤磐市立桜が丘中学校 中3 黒田　彩帆 ＪＡ晴れの国岡山

・高知県 小6 高橋 そよさんの【高】が外字。（「高」ではなく「髙」となります。）
・千葉県 中2 濱崎 愛望さんの【濱崎】が外字。(「濱崎」ではなく「濵﨑」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 北海道 安平町立早来小学校 小1 八田　こなつ ＪＡとまこまい広域

会長賞・佳作 山形 天童市立天童中部小学校 小1 阿部　拓未 ー

富山 入善町立桃李小学校 小1 中林　大晴 ＪＡみな穂

奈良 桜井市立朝倉小学校 小1 宮本　暖大 ＪＡならけん

島根 松江市立義務教育学校玉湯学園 小1 林　可野 ＪＡしまね

岡山 新見市立新見南小学校 小1 岡本　真奈 ＪＡ晴れの国岡山

宮崎 宮崎市立西池小学校 小1 佐藤　礼史郎 ー

北海道 弟子屈町立弟子屈小学校 小2 鈴木　蒼真 ＪＡ摩周湖

東京 東京都葛飾区立柴又小学校 小2 奥田　知依 ー

滋賀 長浜市立余呉小中学校 小2 田川　唯 ー

京都 城陽市立富野小学校 小2 桂　澄空 ＪＡ京都やましろ

兵庫 宝塚市立売布小学校 小2 太田　愛梨 ー

奈良 宇陀市立榛原小学校 小2 山本　知佳 ＪＡならけん

徳島 徳島市上八万小学校 小2 中元　睦人 ＪＡ徳島市

青森 西目屋村立西目屋小学校 小3 山下　栞和 ＪＡつがる弘前

宮城 石巻市立北村小学校 小3 菅原　千愛 ＪＡいしのまき

三重 鈴鹿市立玉垣小学校 小3 川北　結心 ＪＡ鈴鹿

京都 精華町立精華台小学校 小3 中山　桃花 ＪＡ京都やましろ

兵庫 国立神戸大学附属小学校 小3 大井　結理乃 ー

広島 呉市立郷原小学校 小3 飯垣　陽和 ＪＡ呉

高知 高知大学教育学部附属小学校 小3 林　　優芽 ＪＡ高知市

岩手 北上市立黒沢尻東小学校 小4 石田　結会 ＪＡいわて花巻

秋田 能代市立渟城南小学校 小4 伊藤　あゆみ ＪＡあきた白神

福島 いわき市立平第三小学校 小4 小野　智章 ＪＡ福島さくら

栃木 大田原市立市野沢小学校 小4 吉成　結真 ＪＡなすの

京都 亀岡市立亀岡川東学園 小4 加藤 大知 ＪＡ京都

鳥取 鳥取市立末恒小学校 小4 西口　優桜 ＪＡ鳥取いなば

鹿児島 南九州市立勝目小学校 小4 大隣　亜美 ＪＡ南さつま

青森 青森県立弘前聾学校 小5 齋藤　誓頼 ＪＡつがる弘前

栃木 宇都宮市立横川中央小学校 小5 益子　悠良 ＪＡうつのみや

埼玉 深谷市立藤沢小学校 小5 新井　勇大 ー

山梨 甲府市立千塚小学校 小5 原藤　凜香 ＪＡ山梨みらい

兵庫 神戸市立櫨谷小学校 小5 神木　栞 ー

島根 江津市立高角小学校 小5 賀美　音羽 ＪＡしまね

愛媛 内子町立内子小学校 小5 福岡　眞子 ＪＡ愛媛たいき
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・島根県 小1 林 可野さんの学年は義務教育学校のため「1年」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 北海道 函館市立港小学校 小6 山上　小桜 ＪＡ函館市かめだ

会長賞・佳作  つづき 青森 弘前市立千年小学校 小6 齋藤　漱琉 ＪＡつがる弘前

千葉 茂原市立二宮小学校 小6 岡村　侑南 ＪＡ長生

山梨 甲府市立池田小学校 小6 小田切　菜南 ＪＡ山梨みらい

愛知 稲沢市立稲沢西小学校 小6 安藤　希 ＪＡ愛知西

兵庫 洲本市立洲本第二小学校 小6 奥畑　日向 ー

岡山 早島町立早島小学校 小6 齊藤　拓海 ＪＡ晴れの国岡山

岩手 奥州市立前沢中学校 中1 鈴木　綾月 ＪＡ岩手ふるさと

秋田 大仙市立仙北中学校 中1 加藤　野乃香 ＪＡ秋田おばこ

群馬 桐生市立清流中学校 中1 古畑　妃愛 ＪＡにったみどり

静岡 静岡市立中島中学校 中1 杉澤　悠太 ＪＡ静岡市

鳥取 鳥取大学附属中学校 中1 大森　一芭 ＪＡ鳥取いなば

愛媛 今治市立日吉中学校 中1 赤瀬　夏輝 ＪＡおちいまばり

鹿児島 鹿児島市立長田中学校 中1 德重　いさ子 ＪＡ鹿児島みらい

岩手 奥州市立胆沢中学校 中2 川又　菫 ＪＡ岩手ふるさと

新潟 佐渡市立佐和田中学校 中2 長嶋　絢子 ＪＡ佐渡

石川 小松市立国府中学校 中2 直江　美月 ＪＡ小松市

愛知 西尾市立鶴城中学校 中2 論田　稜太 ＪＡ西三河

徳島 つるぎ町立半田中学校 中2 鎌倉　芽生 ＪＡ美馬

佐賀 有田町立西有田中学校 中2 川久保　有華 ＪＡ伊万里

鹿児島 さつま町立宮之城中学校 中2 太刀鉾　竜星 ＪＡ北さつま

北海道 初山別村立初山別中学校 中3 小川　真聡 ＪＡるもい

秋田 大仙市立仙北中学校 中3 新目　晃子 ＪＡ秋田おばこ

千葉 柏市立柏第二中学校 中3 保坂　妃香 ＪＡちば東葛󠄀

山梨 笛吹市立一宮中学校 中3 諏訪　実李 ＪＡふえふき

鳥取 鳥取大学附属中学校 中3 森田　文雄 ＪＡ鳥取いなば

徳島 板野町立板野中学校 中3 玉井　菜々美 ＪＡ板野郡

佐賀 有田町立西有田中学校 中3 照井　結衣 ＪＡ伊万里
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・鹿児島県 中1 徳重 いさ子さんの【徳】が外字。（「徳」ではなく「德」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。)


