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賞 県名 学校名 学年 氏名 ＪＡ名

内閣府特命担当大臣賞 北海道 士幌町立士幌小学校 小2 堀江　いろは ＪＡ士幌町

栃木 那須塩原市立三島小学校 小5 大平　咲奈 ＪＡなすの

秋田 大仙市立協和中学校 中3 阿部　莉緒奈 ＪＡ秋田おばこ

農林水産大臣賞 島根 江津市立高角小学校 小1 齊藤　羽仁衣 ＪＡしまね

宮城 栗原市立宮野小学校 小4 菊地　絢翔 ＪＡ新みやぎ

熊本 熊本市立出水中学校 中2 木原　英理佳 ＪＡ熊本市

警察庁長官賞 青森 弘前大学教育学部附属小学校 小3 木村　啓人 ＪＡつがる弘前

福島 郡山市立富田東小学校 小4 小林　龍之介 ＪＡ福島さくら

岡山 岡山市立西大寺中学校 中1 薮田　真義 ＪＡ岡山

文部科学大臣賞 埼玉 蓮田市立蓮田北小学校 小2 石井　瑠莉 ー

群馬 フェリーチェ玉村国際小学校 小6 金井　涼葉 ＪＡ佐波伊勢崎

福島 郡山市立富田中学校 中1 大河内　心緒 ＪＡ福島さくら

家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞） 青森 青森市立浜田小学校 小1 柳谷　虹奈 ＪＡ青森

埼玉 加須市立元和小学校 小3 佐々木　崇道 ー

青森 大鰐町立大鰐小学校 小5  　西　日彩 ＪＡつがる弘前

高知 南国市立岡豊小学校 小6 髙橋　よしの ＪＡ高知県

北海道 鷹栖町立鷹栖中学校 中2 飛鳥馬　かりん ＪＡたいせつ

愛知 西尾市立平坂中学校 中3 加藤　煌平 ＪＡ西三河

全国共済農業協同組合連合会 兵庫 養父市立関宮学園 小1 原　悠人 ー

会長賞・金賞 千葉 君津市立南子安小学校 小2 酒井　友梨奈 ＪＡきみつ

愛媛 伊方町立伊方小学校 小3 山下　咲笑 ＪＡにしうわ

鳥取 米子市立車尾小学校 小4 米原　花恵 ＪＡ鳥取西部

長野 飯田市立鼎小学校 小5 澤田　芽依 ＪＡみなみ信州

栃木 宇都宮市立岡本北小学校 小6 大久保　麗那 ＪＡうつのみや

鹿児島 姶良市立重富中学校 中1 播磨　昭博 ＪＡあいら

愛媛 松山市立南第二中学校 中2 武知　穂乃歌 ＪＡ松山市

千葉 柏市立柏第二中学校 中3 佐々木　はるか ＪＡちば東葛󠄀
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・青森県 小5 葛西 日彩さんの【葛】が外字。（「葛」ではなく「 」となります。）
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全国共済農業協同組合連合会 長野 南箕輪村立南部小学校 小1 春日　奏 ＪＡ上伊那

会長賞・銀賞 和歌山 和歌山市立浜宮小学校 小1 川口　莉功 ＪＡわかやま

長野 上田市立西小学校 小2 中村　七瀬 ＪＡ信州うえだ

広島 三原市立沼田西小学校 小2 小松　莉菜子 ＪＡ三原

広島 呉市立仁方小学校 小3 福山　達也 ＪＡ呉

熊本 宇土市立走潟小学校 小3 田代　杏 ＪＡ熊本うき

三重 鈴鹿市立旭が丘小学校 小4 河村　朱浬 ＪＡ鈴鹿

岡山 岡山市立御津南小学校 小4 石戸　仁菜 ＪＡ岡山

秋田 能代市立渟城南小学校 小5 伊藤　あゆみ ＪＡあきた白神

愛媛 愛媛大学教育学部附属小学校 小5 新田　航平 ＪＡえひめ中央

山梨 甲府市立千塚小学校 小6 永井　柚衣 ＪＡ山梨みらい

長野 上田市立豊殿小学校 小6 戸兵　心瞳 ＪＡ信州うえだ

北海道 江別市立江別第二中学校 中1 澤口　花 ＪＡ道央

愛知 豊橋市立東陵中学校 中1 白井　大渡 ＪＡ豊橋

石川 羽咋市立羽咋中学校 中2 岩本　真和花 ＪＡはくい

静岡 沼津市立沼津高等学校中等部 中2 佐野　千維奈 ＪＡふじ伊豆

福島 西郷村立西郷第一中学校 中3 小濵　花凛 ＪＡ夢みなみ

佐賀 有田町立西有田中学校 中3 川久保　光莉 ＪＡ伊万里
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全国共済農業協同組合連合会 秋田 八峰町立峰浜小学校 小1 米森　彩華 ＪＡ秋田やまもと

会長賞・銅賞 神奈川 横浜市立師岡小学校 小1 横井　啓一郎 ー

岐阜 本巣市立真桑小学校 小1 松浦　衣那 ＪＡぎふ

岐阜 海津市立高須小学校 小2 立松　璃紗 ＪＡにしみの

兵庫 神戸市立鹿の子台小学校 小2 西崎　諒真 ー

大分 大分市立賀来小中学校 小2 大津　颯真 ＪＡおおいた

岐阜 養老町立日吉小学校 小3 大久保　玲奈 ＪＡにしみの

和歌山 橋本市立紀見小学校 小3 南　柚羽 ＪＡ紀北かわかみ

宮崎 日南市立吾田東小学校 小3 年見口　ゆめり ー

北海道 安平町立早来小学校 小4 秋田　菜々美 ＪＡとまこまい広域

岩手 北上市立江釣子小学校 小4 佐々木　葵彩 ＪＡいわて花巻

富山 富山市立豊田小学校 小4 池縁　輪 ー

愛知 あま市立甚目寺西小学校 小5 倉野尾　和 ＪＡ海部東

京都 木津川市立木津小学校 小5 市川 隼也 ＪＡ京都やましろ

福岡 私立福岡雙葉小学校 小5 大森　麗菜 ー

愛知 碧南市立新川小学校 小6 佐野　てぃな ＪＡあいち中央

徳島 徳島市南井上小学校 小6 三浦　真奈 ＪＡ徳島市

鹿児島 指宿市立魚見小学校 小6 仮屋﨑　沙良 ＪＡいぶすき

群馬 高崎市立塚沢中学校 中1 船津　百佳 ＪＡたかさき

京都 井手町立泉ヶ丘中学校 中1 上坂 心愛 ＪＡ京都やましろ

和歌山 橋本市立隅田中学校 中1 前田　百果 ＪＡ紀北かわかみ

新潟 長岡市立大島中学校 中2 小野　愛莉 ＪＡ越後ながおか

愛知 江南市立古知野中学校 中2 小津　采花 ＪＡ愛知北

沖縄 宮古島市立平良中学校 中2 新城　萌依 ＪＡおきなわ

茨城 つくば市立竹園東中学校 中3 上尾　美咲 ー

香川 琴平町立琴平中学校 中3 三谷　珠稀 ー

愛媛 今治市立日吉中学校 中3 渡辺　愛瀬 ＪＡおちいまばり
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全国共済農業協同組合連合会 北海道 学校法人田中学園立命館慶祥小学校 小1 川本　葵 ＪＡさっぽろ

会長賞・佳作 栃木 佐野市立田沼小学校 小1 荒井　亮輔 ＪＡ佐野

千葉 白子町立白潟小学校 小1 貝沼　美星 ＪＡ長生

東京 国分寺市立第十小学校 小1 新井　聡太 ー

石川 小松市立犬丸小学校 小1 宮西　凜 ＪＡ小松市

福岡 私立福岡雙葉小学校 小1 堀　文乃 ー

鹿児島 垂水市立松ケ崎小学校 小1 田村　海音 ＪＡ鹿児島きもつき

岩手 盛岡市立飯岡小学校 小2 佐々木　結吏 ＪＡいわて中央

山梨 富士河口湖町立船津小学校 小2 友野　愛梨 ＪＡ北富士

新潟 上越市立三郷小学校 小2 　 田　千晃 ＪＡえちご上越

和歌山 紀美野町立野上小学校 小2 井月　紗良 ＪＡながみね

鳥取 米子市立福米西小学校 小2 浦田　芽生 ＪＡ鳥取西部

佐賀 武雄市立朝日小学校 小2 樋󠄀口　煌季 ＪＡさが

熊本 南阿蘇村立白水小学校 小2 後藤　倫太郎 ＪＡ阿蘇

宮城 仙台市立館小学校 小3 山尾　まこ ＪＡ仙台

秋田 大館市立山瀬小学校 小3 安部　莉月桜 ＪＡあきた北

福島 石川町立石川小学校 小3 金澤　澄怜 ＪＡ夢みなみ

長野 諏訪市立上諏訪小学校 小3 齋藤　桃奈 ＪＡ信州諏訪

静岡 浜松市立内野小学校 小3 尾上　湖奈 ＪＡとぴあ浜松

岡山 玉野市立玉原小学校 小3 常國　翔生 ＪＡ岡山

徳島 吉野川市立西麻植小学校 小3 福田　陽向 ＪＡ麻植郡

秋田 能代市立渟城南小学校 小4 田中　友里杏 ＪＡあきた白神

埼玉 深谷市立藤沢小学校 小4 清水　りな ー

静岡 静岡市立森下小学校 小4 植田　朋輝 ＪＡ静岡市

愛知 知立市立知立小学校 小4         長谷　香 ＪＡあいち中央

京都 精華町立精華台小学校 小4 川本 あおば ＪＡ京都やましろ

高知 高知大学教育学部附属小学校 小4 林　優芽 ＪＡ高知市

大分 大分市立賀来小中学校 小4 佐々木　悠斗 ＪＡおおいた

群馬 高崎市立国府小学校 小5 森山　耀子 ＪＡはぐくみ

石川 羽咋市立西北台小学校 小5 宮本　桜空 ＪＡはくい

静岡 浜松市立篠原小学校 小5 漆畑　陽 ＪＡとぴあ浜松

兵庫 南あわじ市立榎列小学校 小5 呉坪　果歩 ー

鳥取 鳥取大学附属小学校 小5 柴原　こむぎ ＪＡ鳥取いなば

島根 出雲市立須佐小学校 小5 桑原　克成 ＪＡしまね

大分 大分市立西の台小学校 小5 小山　純禾 ＪＡおおいた

・新潟県 小2 廣田 千晃さんの【廣】が外字。（「廣」の中は黄となります。）
・愛知県 小4 長谷 香漣さんの【漣】が外字。（「漣」ではなく「 」となります。）
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全国共済農業協同組合連合会 埼玉 鴻巣市立赤見台第二小学校 小6 大平　麗萌 ー

会長賞・佳作  つづき 新潟 新潟市立亀田西小学校 小6 川原　紗奈 ＪＡ新潟かがやき

富山 富山市立豊田小学校 小6 水野　七星 ー

静岡 浜松市立竜禅寺小学校 小6 宮司　來実 ＪＡとぴあ浜松

和歌山 和歌山市立有功小学校 小6 柳瀬　詩絵奈 ＪＡわかやま

愛媛 愛媛大学教育学部附属小学校 小6 髙野　宙翔 ＪＡえひめ中央

大分 杵築市立八坂小学校 小6 薬師寺　泰成 ＪＡおおいた

茨城 つくば市立谷田部東中学校 中1 近藤　有矢 ー

新潟 佐渡市立両津中学校 中1 佐藤　碧琉 ＪＡ佐渡

富山 黒部市立清明中学校 中1 飛彈　琉成 ー

石川 能美市立根上中学校 中1 大橋　礼琉 ＪＡ根上

徳島 阿波市立土成中学校 中1 吉本　悠馬 ＪＡ板野郡

佐賀 伊万里市立国見中学校 中1 多久島　優羽 ＪＡ伊万里

沖縄 久米島町立久米島西中学校 中1 中島　和奏 ＪＡおきなわ

青森 弘前大学教育学部附属中学校 中2 工藤　優奈 ＪＡつがる弘前

群馬 桐生市立新里中学校 中2 渋谷　快成 ＪＡにったみどり

長野 御代田町立御代田中学校 中2 井上　成 ＪＡ佐久浅間

三重 大紀町立大宮中学校 中2 砂田　日菜海 ＪＡ伊勢

和歌山 白浜町立富田中学校 中2 坂本　知紗 ＪＡ紀南

広島 呉市立白岳中学校 中2 土本　楓夏 ＪＡ呉

佐賀 みやき町立中原中学校 中2 平野　なご未 ＪＡさが

岩手 奥州市立前沢中学校 中3 鈴木　瑠月 ＪＡ岩手ふるさと

宮城 仙台市立五城中学校 中3  　野　文耀 ＪＡ仙台

栃木 茂木町立茂木中学校 中3 河上　愛奈 ＪＡはが野

群馬 伊勢崎市立第二中学校 中3 髙橋　伽綸 ＪＡ佐波伊勢崎

山梨 甲府市立北中学校 中3 白木　晃美 ＪＡ山梨みらい

和歌山 岩出市立岩出中学校 中3 藤原　彩加 ＪＡ紀の里

沖縄 久米島町立球美中学校 中3 高江洲　美来 ＪＡおきなわ

・宮城県 中3 菅野 文耀さんの【菅】が外字。（「菅」ではなく「 」となります。）
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