
◆主催　： 公益社団法人全国学習塾協会

◆後援　： 経済産業省／文部科学省／公益社団法人読書推進運動協議会／一般財団法人出版文化産業振興財団

朝日新聞社／朝日学生新聞社

☆大　　賞

☆最優秀賞

【優　秀　賞】 ✿✿　小学６年生　✿✿ 小松　玲 （広島）

若杉　小百合 （福岡）

✿✿　小学生　低学年　✿✿ ヘイゼン紗礼マグダリン （岡山） 佐藤　蒼眞 （大分）

中田　さや （岡山）

時信　瑠果 （岡山） 田中　俊冴 （福岡） ✿✿　小学４年生　✿✿

中田　せな （岡山）

【特　　選】 雨塚　玲旺 （北海道）

✿✿　小学４年生　✿✿ 佐々木　貴人 （青森）

✿✿　小学生　低学年　✿✿ 山本　倫実 （青森）

川澄　彩衣里 （東京） 相田　あづき （宮城）

山田　純寧 （東京） 笠木　葵 （北海道） 安達　史織 （神奈川）

藤末　新悟 （福岡） 木下　愛子 （北海道） 鈴木　凛々果 （神奈川）

米田　結咲 （北海道） 林　玲依奈 （神奈川）

✿✿　小学５年生　✿✿ 青木　美良 （東京） 小川　和輝 （岡山）

K．A （神奈川） 小野　琴音 （香川）

鳴海　慧亮 （宮城） 守賀　埜乃 （神奈川） 藤内　柚羽 （福岡）

生藤　紗知 （岡山） 小谷川　蓮梛 （大阪） 森永　崇文 （福岡）

倉本　幸歩 （広島） 佐伯　知香 （広島） 赤木　悠隼 （大分）

遠山　紘史 （神奈川)

小学生低学年　菊田　智佳 （福岡）

　　　　　４年 東　結夢 （岡山）

　　　　　５年 小池　成海 （香川）

　　　　　６年 平塚　陽丸 （宮城）



✿✿　小学５年生　✿✿ 田路　あおい （大阪） 荒瀬　幸芽 （大阪）

外谷　倫大 （大阪） 漆谷　若菜 （大阪）

村井　芳羽 （北海道） 山上　翼 （大阪） 片山　慎也 （大阪）

松本　倫奈 （宮城） 西田　怜央 （岡山） 高杉　昂尚 （大阪）

砂子　朱織 （東京） 西川　沙希 （広島） 中生　真央 （大阪）

Y．T （神奈川） 水入　東子 （広島） 中村　海雲 （大阪）

本吉　里愛 （神奈川） 愛洲　陽花 （福岡） 廣江　美紅 （大阪）

野崎　彩良 （大阪） 川内　南緒 （福岡） 福田　李胡 （大阪）

橋本　苗咲 （大阪） 田邉　桃佳 （福岡） 三浦　創一 （大阪）

K．F （大阪） 山口　麻友 （福岡） 守山　美紅 （大阪）

藤原　光伶 （大阪） 碇　麟大廊 （佐賀） 天野　佑紀 （岡山）

山本　美苑 （大阪） 朝永　珠央 （熊本） 笠井　竣喬 （岡山）

黄　彦南 （岡山） 比嘉　千陽 （岡山）

赤木　陽翔 （岡山） ✿✿　小学４年生　✿✿ 三澤　由奈 （岡山）

平岡　芹華 （広島） 生藤　紗々 （岡山）

濱上　真帆 （香川） 金光　愛菜佳 （宮城） 小田　萌乃 （岡山）

田中　玲名 （熊本） 佐藤　陽日 （宮城） 難波　太郎 （岡山）

板垣　和也 （東京） 新田　晄 （広島）

✿✿　小学６年生　✿✿ 榎本　力也 （東京） 藤川　太助 （広島）

横田　虎太郎 （東京） 蓮田　晶子 （広島）

川端　文子 （北海道） 大野　桃子 （神奈川） 今里　高大 （福岡）

長谷川　柚乃 （宮城） 清水　菜那 （神奈川） 榎木　悠人 （福岡）

三浦　楓加 （宮城） 武田　みずき （神奈川） 常岡　伯功 （福岡）

縄  莉生人 （東京） 茂原　優衣 （神奈川） 山下　乃愛 （福岡）

菰原　凛々花 （神奈川） 伊藤　陽菜 （岐阜）

高橋　祈 （神奈川） 竹市　萌華 （岐阜） ✿✿　小学６年生　✿✿

仲　大樹 （神奈川） M．O （大阪）

石井　みゆ （大阪） W．K （大阪） 佐々木　愛祐 （北海道）

菊地　茉桜 （大阪） 中村　瞭太 （大阪） 長内　泉龍 （青森）

土清水　那由可 （大阪） 箱﨑　結衣 （大阪） 柏葉　光我 （宮城）

貝原　実優 （岡山） 西口　穂高 （大阪） 山口　颯太 （宮城）

野口　染里 （岡山） 岡野　蒼龍 （岡山） 生出　悠那 （宮城）

野口　明愛 （岡山） 山分　想大 （香川） 浅野　くらら （東京）

高橋　にこ （岡山） 下村　遥洋 （広島） 黒沼　美佑 （東京）

望月　恒太朗 （広島） 弥栄　勇佑 （福岡） 宮﨑　瑠菜 （東京）

吉川　ひかり （香川） 福山　楓乃 （福岡） 宮脇　稟空 （東京）

吉井　こころ （熊本） 持田　彩花 （佐賀） 山田　謙晋 （東京）

荒武　京那 （鹿児島） 浅野　由茉 （熊本） 渡部　毬花 （東京）

亀川　真奈美 （神奈川）

【入　　選】 ✿✿　小学５年生　✿✿ 菅澤　小春 （神奈川）

名和　悠月 （岐阜）

✿✿　小学生　低学年　✿✿ 高橋　杏 （宮城） 磐城　更紗 （三重）

平瀬　新 （東京） 川崎　莉子 （三重）

庭田　健吾 （北海道） 吉田　桜彩 （東京） 梶原　愛梨 （大阪）

柏葉　水玲 （宮城） 麻生　悠太 （神奈川） F．K （大阪）

湯葢　舞 （宮城） 伊藤　和 （神奈川） 川崎　あかり （大阪）

音頭　灯里 （東京) 今村　玲哉 （神奈川） 河野　祐那 （大阪）

新井　希実 （神奈川） 大島　瑠華 （神奈川） M．K （大阪）

内野　莉緒 （神奈川） C．K （神奈川） S．K （大阪）

川口　仁乃 （神奈川） 小泉　花 （神奈川） 城　祐希 （大阪）

佐藤　来翔 （神奈川） 髙屋敷　美織 （神奈川） 辻　彩花 （大阪）

石倉　心晴 （大阪） 中岡　絢菜 （神奈川） 寺川　春道 （大阪）

伊庭　愛莉 （大阪） 森上　玲衣 （神奈川） A．N （大阪）

岸本　美心 （大阪） 山﨑　伊晴 （神奈川） 野口　明莉 （大阪）



櫻谷　航大 （大阪） 山崎　苺凛 （神奈川） 八田　基睦 （大阪）

Y．M （大阪）

山崎　花夏 （大阪）

黒瀬　誠二 （岡山）

小坂　颯太 （岡山）

榊原　葵 （岡山）

蜂谷　晏珠 （岡山）

丸川　心瑠 （岡山）

溝渕　史芽 （岡山）

大野　遥毅 （岡山）

高下　航 （岡山）

坂本　歩花莉 （広島）

丸山　美結 （広島）

山下　南穂 （広島）

Y．K （広島）

安部　寛康 （福岡）

緒方　雫月 （福岡）

中村　穂花 （福岡）

工藤　仁絵 （熊本）

永吉　鴻太郎 （熊本）

【キラリ賞】

山田　拓実 （東京）

渡部　志偉 （岐阜）

大室　翔聖 （岡山）

奥野　創士 （岡山）

N．K （岡山）

溝渕　太梧 （岡山）

切手　咲弥 （広島)

H．N （広島）



☆大　　賞

☆最優秀賞

大澤　仁 （香川）

竹田　彩音 （香川）

難波　春 （岡山）
【優　秀　賞】 須崎　真隆斗 （香川） 千田　淑乃 （岡山）

苧阪　康平 （香川）

✿✿　中学１年生　✿✿ ✿✿　中学３年生　✿✿ 川口　乃子 （熊本）

三原　胡桃 （熊本）

木戸　紗佑里 （宮城）　 新田　晟 （広島）

戸澤　愛杏里 （宮城）　 荒川　いづみ （福岡） ✿✿　中学３年生　✿✿

半澤　美結 （宮城）　

三井　日佳莉 （香川） 【入　　選】 伊藤　彩乃 （岐阜）

西口　紗羽 （大阪）　

✿✿　中学２年生　✿✿ ✿✿　中学１年生　✿✿ 三宅　結歩 （大阪）　

石上　利空 （岡山）

大沼　まこ （宮城）　 八島　さくら （青森） 末竹　心 （岡山）

木村　優希 （岡山） 柴崎　暁人 （東京） 高橋　希実 （福岡）

岩砂　弥賢 （岐阜）

✿✿　中学３年生　✿✿ 古島　叶大 （三重） 【キラリ賞】

北上　陽菜 （大阪）　

川畑　和樹 （岡山） 一政　起稟 （岡山） 栗山　大輝 （岐阜）

仁科　心結 （岡山） 植田　瑞季 （岡山）

川野　裕紀 （香川）

【特　　選】 田上　智梨 （香川）

田口　倫那 （香川）

✿✿　中学１年生　✿✿ 藤井　秀磨 （香川）

松尾　千聖 （福岡）

佐藤　由規 （宮城）　 織田　美月 （熊本）

村田　雄輝 （宮城）　

山口　吉盛 （群馬） ✿✿　中学２年生　✿✿

白木　琴 （岡山）

秋山　夢七 （香川） 先﨑　瑞 （青森）

益滿　みなみ （熊本） 鈴木　侑 （東京）

安部　優佳 （大分） 梨本　はな （東京）

花房　夏葵 （東京）

✿✿　中学２年生　✿✿ 川畑　結愛 （大阪）　

中学３年

蛭子　愛 （香川）

中学１年

中学２年



横内　日奈多 （大阪）　

今村　明日香 （青森） 岡田　典子 （岡山）

荻野　美生 （群馬） 岡部　理桜 （岡山）

福田　虹胡 （岡山） 小野　心優 （岡山）


