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朝日新聞社／朝日学生新聞社

☆大　　賞

☆最優秀賞

【優　秀　賞】 高谷　波瑠 （岡山） 小川　龍 （岡山）

岸　　　大倭 （岡山）

✿✿　小学生　低学年　✿✿ ✿✿　小学６年生　✿✿ 平田　翔大 （岡山）

永田　遼真 （広島）

藤原　光伶 （大阪） 小川　瑞季 （大阪） 倉本　幸歩 （広島）

市田　大翔 （岡山） 大久保　和 （岡山） 高橋　朔一 （福岡）

中村　悠乃 （広島） 藤末　新悟 （福岡）

✿✿　小学４年生　✿✿ 松村　和奏 （鹿児島）

【特　　選】

高橋　にこ （岡山） ✿✿　小学４年生　✿✿

井出　雄大 （岡山） ✿✿　小学生　低学年　✿✿

山浦　健太郎 （福岡） 溝田　紗也 （神奈川）

上原　梨愛 （神奈川） 名和　悠月 （岐阜）

✿✿　小学５年生　✿✿ 小菅　優香 （神奈川） 坂詰　るる菜 （京都）

石原　綾珠 （神奈川） 楠本　悠 （岡山）

木戸　紗佑里 （宮城） 遠藤　琉南 （神奈川） 大森　彩翔 （岡山）

佐藤　杏梨 （神奈川） 森　　　隼人 （岐阜） 大野　遥毅 （岡山）

難波　太郎 （岡山）

小学生低学年　田中　詩乃 （岡山）

　　　　　４年 平塚　陽丸 （宮城）

　　　　　５年 竹本　昂泰 （岡山）

　　　　　６年 福田　虹胡 （岡山）



江口　大蔵 （岡山） 松本　倫菜 （宮城） 浅沼　心結 （宮城）

池田　茉緒 （広島） 髙橋　杏 （宮城） 飯田　夏乃葉 （群馬）

白須　一希 （広島） 鳴海　慧亮 （宮城） 石垣　結衣 （東京）

中村　優希 （広島） 金子　帆奈海 （神奈川） 岡　　　夏子 （神奈川）

小松　大一郎 （福岡） 小笠原　煌 （神奈川） 戸塚　衣織 （神奈川）

立石　胡太郎 （鹿児島） 金森　琴音 （神奈川） 和田　景虎 （神奈川）

久尾　日陽 （神奈川） 河瀬　智哉 （岐阜）

✿✿　小学５年生　✿✿ 中島　壯介 （大阪） 坂井田　稜太 （岐阜）

大倉　来翔 （岡山） 岩砂　弥賢 （岐阜）

戸澤　愛杏里 （宮城） 清水　翔大郎 （岡山） 尾田　敦哉 （大阪）

半澤　美結 （宮城） 山下　惠宥 （広島） 鈴木　愛佳 （大阪）

羽角　早恵 （神奈川） 小谷　倖 （広島） 今中　彩葵 （大阪）

國嶋　さくら （神奈川） 新田　晄 （広島） 山本　莉子 （大阪）

日野　友里菜 （神奈川） 岩井　駿澄 （広島） 井原　匠音 （広島）

村山　真結美 （三重） 二宮　悠里花 （広島） 芳賀　一樹 （広島）

小森　裕美子 （大阪） 上向井　彩花 （広島） 桑木　柊 （岡山）

平田　胡桃 （岡山） 角田　桜優 （福岡） 湯淺　大起 （岡山）

竹田　有杜 （岡山） 法師山　愛子 （福岡） 木村　遥華 （岡山）

佐藤　愛美 （岡山） 堀田　晴斗 （福岡） 小山　瑞生 （岡山）

伊藤　優 （岡山） 田邉　桃佳 （福岡） 松澤　向真 （岡山）

植田　瑞季 （岡山） 朝永　珠央 （熊本） 国近　友志 （岡山）

生藤　遼真 （岡山） 瀬之口　花奈 （鹿児島） 中尾　泰之 （岡山）

時信　瑠奈 （岡山） 三木　瑛蓮 （岡山）

三井　日佳莉 （香川） ✿✿　小学４年生　✿✿ 入江　悠太 （岡山）

榊　　希美 （香川） 栄　　 秀太 （岡山）

宮本　紗世 （香川） 菅原　美穂 （宮城） 虫明　琥太郎 （広島）

仁方越　あずさ （広島） 斎藤　響 （宮城） 若井　優 （広島）

古川　桃果 （福岡） 中川原　大空 （宮城） 小川　美輝 （広島）

小伊豆　怜 （福岡） 古川　遼 （東京） 瑞木　尚子 （広島）

庄司　実央 （福岡） 大村　凛乃 （神奈川） 小田　詩織 （広島）

安達　心希 （佐賀） 熊谷　太介 （大阪） 三谷　惟真 （香川）

纐纈　真唯子 （大阪） 瀬戸　柚羽 （広島）

✿✿　小学６年生　✿✿ 野口　染里 （岡山） 田中　杏 （福岡）

新田　あゆみ （岡山） 石井　三智 （福岡）

大沼　まこ （宮城） 小川　夏季 （岡山） 篠原　雄斗 （福岡）

佐野　結美佳 （宮城） 中村　彩花 （岡山） 渡辺　颯太郎 （福岡）

櫻田　美海香 （宮城） 寺地　彩音 （岡山） 結城　智奈 （福岡）

福地　優良 （神奈川） 中村　瑠名 （岡山） 金林　倫太朗 （大分）

森　　　志織 （神奈川） 中村　晴 （岡山） 新名　凜 （大分）

李　　　聖宇 （神奈川） 花岡　礼愛 （広島） 池邉　加菜恵 （大分）

櫛田　章人 （岡山） 大西　優 （広島） 太藤　和実 （鹿児島）

陶山　和佳 （岡山） 吉村　優萌 （広島）

蛭子　愛 （香川） 中野　心瑚 （広島） ✿✿　小学６年生　✿✿

村上　琴音 （香川） 江﨑　理心 （福岡）

庄野　乃逢 （香川） 田村　英主 （福岡） 石田　莉麻 （宮城）

上田　芽唯 （福岡） 野口　四季 （福岡） 鈴木　結望 （宮城）

森崎　奏 （福岡） 村山　仁美 （福岡） 一条　桜亮 （東京）　　

石堂　愛奈 （福岡） 奥平　康太 （長崎） 守屋　梨紗 （神奈川）

髙木　翼 （熊本） 本多　沙弥子 （熊本） 馬場　結菜 （神奈川）

荒武　京那 （鹿児島） 内山　絢勝 （神奈川）

【入　　選】 山内　梨央奈 （沖縄） 三村　日向 （神奈川）

黒澤　ちなつ （神奈川）

✿✿　小学生　低学年　✿✿ ✿✿　小学５年生　✿✿ 寺嶋　望乃生 （岐阜）

山北　夏綺 （岐阜）

相田　あづき （宮城） 佐藤　由規 （宮城） 柿本　衣鶴 （大阪）



谷内　瑠樺 （大阪） 川上　湖春 （岡山） 平田　花瑠 （熊本）

戸羽　彩 （大阪） 小畑　桜 （岡山） 吉永　愛結 （熊本）

毛利田　菜未 （大阪） 山下　愛梨 （岡山）

松崎　弥月 （大阪） 小林　愛央 （岡山） 【キラリ賞】

岸　　真凛 （広島） 中島　美月 （岡山）

菅　　智海 （岡山） 木村　優希 （岡山） 山口　莉奈 （東京）

花谷　柚芽 （岡山） 中村　葵 （岡山） 山田　淳世 （東京）

畑　　帆夏 （岡山） 廣本　凛音 （広島） 須藤　慶 （三重）

岡本　陽菜 （岡山） 田中　希羽 （広島） 中山　結愛 （三重）

武野　さくら （岡山） 川田　晏渚 （香川） 河相　美緒 （広島）

今江　優太 （岡山） 万代　遥斗 （香川） 青井　翔太 （広島）

村上　竜基 （岡山） 塚本　結衣 （福岡） 原　 　紳太朗 （佐賀）

山田　咲 （岡山） 川﨑　迅 （福岡） 蒲原　綾音 （沖縄）

有馬　正人 （岡山） 竹上　絢晨 （長崎）

☆大　　賞

池田　宗弥

☆最優秀賞

菅原　玄晶 （宮城）　

吉野　愛里珠 （宮城）　

千田　陵太 （岡山）

【優　秀　賞】 【特　　選】 ✿✿　中学２年生　✿✿

✿✿　中学１年生　✿✿ ✿✿　中学１年生　✿✿ 澤山　桜香 （埼玉）　

窪津　瞳子 （岡山）

植田　瑛基 （岡山） 坂枝　桜 （三重） 石上　敬太 （岡山）

難波　春 （岡山） 福永　深愛 （三重） 竹本　吏玖 （岡山）

小川　晴可 （三重） 横田　優人 （岡山）

✿✿　中学２年生　✿✿ 三宅　結歩 （大阪）　 江口　すみれ （岡山）

仁科　心結 （岡山） 山本　純輝 （岡山）

松本　華怜 （宮城）　 末竹　心 （岡山） 長尾　知春 （香川）

箱島　実季 （宮城）　 友滝　夏海 （岡山） 宮本　奈歩 （香川）

松本　琉那 （岡山） 小森　爽一郎 （岡山） 原口　彩佳 （福岡）

藤原　和美 （岡山） 前川　綺音 （熊本）

✿✿　中学３年生　✿✿ 倉本　彩鶴 （香川） 岡村　武琉 （熊本）

杉野　正朗 （香川）

千田　葉月 （岡山） 日吉　智美 （香川）

新山　由稀 （岡山） 尾潟　美咲 （福岡）

宗藤　陽和 （香川） 天本　優衣 （長崎）

中学３年

（岡山）

中学１年

中学２年



✿✿　中学３年生　✿✿

坂本　莉実 （岡山）

林　 　遼祐 （大分）

【入　　選】

✿✿　中学１年生　✿✿

伊藤　彩乃 （岐阜）

栗本　莉帆 (岐阜）

西口　紗羽 （大阪）

松山　瑞希 （大阪）

杉原　歩 （岡山）

井筒　令皇人 （香川）

蘆田　悠翔 （福岡）

青木　美優 （福岡）

✿✿　中学２年生　✿✿

伊藤　さくら (岐阜）

山田　光生 (岐阜）

犬飼　翔也 (岐阜）

吉田　悠真 （香川）

島崎　真聡 （福岡）

✿✿　中学３年生　✿✿

伊藤　雅起 （岐阜）

枝木　開夢 （岡山）

岩永　羽乃華 （福岡）
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