
2012 第22回全国読書作文コンクール受賞者一覧(中学生)

大 賞大 賞大 賞大 賞

柳田佑真柳田佑真柳田佑真柳田佑真 （宮城県）

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

伊藤祥吾伊藤祥吾伊藤祥吾伊藤祥吾 （宮城県）

角南 譲角南 譲角南 譲角南 譲 （宮城県）
※氏名非公表 １名

優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞

中学１年

三浦紗綾 （宮城県）

今井日向子（奈良県）

渡邉顕子 （福岡県）

中原可菜野（熊本県）

中学２年

長脇伶奈 （三重県）

出口智梨 （奈良県）

萩原大佑 （奈良県）

岡田彩希 （岡山県）

建本海帆 （岡山県）

中学３年

市川怜奈 （宮城県）

貝原 愛 （岡山県）

新山博紀 （岡山県）

特 選特 選特 選特 選

中学１年

箱島平和 （宮城県）

太田実蕗来（埼玉県）

楠 奈那 （岐阜県）

西山隼人 （三重県）

植田健人 （奈良県）

北川晴奈 （奈良県）

藤井浩貴 （岡山県）

塚本涼夏 （岡山県）

万代基貴 （岡山県）

脇本さくら（岡山県）

貝原莉奈 （岡山県）

岩本 愛 （福岡県）

中野泰輝 （福岡県）

森 拓実 （福岡県）

中学２年

落合裕子 （秋田県）

グレドル輝覧（宮城県）

内海咲哉 （埼玉県）

羽倉衣里 （神奈川県）

芝田優子 （岐阜県）

高橋未彩 （岐阜県）

丸井崚生 （岐阜県）

箕浦 凜 （岐阜県）

馬場歩夢 （奈良県）

林 歩実 （奈良県）

森 南奈香（岡山県）

角南恵理 （岡山県）

住廣菜々子（広島県）

小山 栞 （福岡県）

田中愛梨 （福岡県）

丸尾梨沙 （福岡県）

佐藤有紗 （大分県）

氏名非公表 １名

中学３年

佐竹真琴 （宮城県）

島村隆太郎（埼玉県）

足立結佳 （岐阜県）

伊藤 駿 （岐阜県）

寺松里佳 （岐阜県）

西山千夏 （三重県）

山下紘輝 （三重県）

石田実夢 （奈良県）

奥村百合子（奈良県）

坂野里佳子（奈良県）

服部亜香里（奈良県）

東野可奈子（奈良県）

大槻華乃子（岡山県）

枝木達実 （岡山県）

清水梨紗 （岡山県）

江島碧衣 （福岡県）

田中彩菜 （福岡県）



戸次道宏 （福岡県）

松尾美咲 （福岡県）

入 選入 選入 選入 選

中学１年

石川智郁 （青森県）

香高優一郎（宮城県）

澤田石乾太（秋田県）

村松真衣 （埼玉県）

伊藤 慶 （岐阜県）

松久幸太郎（岐阜県）

三浦英里奈（三重県）

野口和樹 （奈良県）

長江稚奈 （岡山県）

有田 麗 （岡山県）

寺元星里音（岡山県）

柚木菜々子（岡山県）

安藤 空 （福岡県）

岩永理子 （福岡県）

甲斐遥香 （福岡県）

北川なつめ（福岡県）

居石優輝 （福岡県）

平川紗彩 （福岡県）

古澤真帆 （福岡県）

本郷鳩薫 （福岡県）

眞崎由紀乃（福岡県）

宮村知穂 （福岡県）

水谷鴻太 （長崎県）

岡村夏葵 （熊本県）

坂木華子 （熊本県）

野本和花 （熊本県）

本田彩乃 （熊本県）

本田しえる（熊本県）

芳崎加菜恵（熊本県）

藤木利佳 （大分県）

伊堂寺珠萠（鹿児島県）

竹ノ下優花（鹿児島県）

中学２年

柿崎 響 （青森県）

澤田石那美（秋田県）

山崎聖成 （秋田県）

島村美希 （神奈川県）

中島千尋 （栃木県）

岩田和佳奈（岐阜県）

杉原有紀彦（岐阜県）

市川侑希 （三重県）

小山沙織 （三重県）

井田朱音 （岡山県）

桑山侑士 （岡山県）

那須明日菜（岡山県）

山本真生香（岡山県）

吉岡紗嬉 （岡山県）

眞田みなみ（岡山県）

大石直輝 （福岡県）

管 賢吾 （福岡県）

仲 和人 （福岡県）

森本嵩章 （福岡県）

渡邊祥気 （福岡県）

寺崎沢郎 （長崎県）

日高詩帆 （長崎県）

坂本祥輝 （熊本県）

津嶋結卯花（熊本県）

藤林幸宏 （熊本県）

前田将輝 （熊本県）

村上裕香 （熊本県）

米村佳純 （熊本県）

星野紗果 （大分県）

重信貴央 （鹿児島県）

立石哲也 （鹿児島県）

永山未夢 （鹿児島県）

平山紗愛 （鹿児島県）

福崎采加 （鹿児島県）

中学３年

中澤佑紀奈（埼玉県）

黒主美香 （神奈川県）

梅村詩音 （岐阜県）

古田香織 （岐阜県）

上川眞奈 （三重県）

前田莉奈 （三重県）

小川翔平 （岡山県）

小林日菜子（岡山県）

齋藤蘭羅 （岡山県）

田代百絵 （岡山県）

土岐将也 （岡山県）

朝長侑子 （岡山県）

岡部優香 （岡山県）

石橋直樹 （福岡県）

柴田望結 （福岡県）

矢野弥玖 （福岡県）

石原達也 （熊本県）

千々波柊介（熊本県）

西川枝里 （熊本県）

今川汰一 （大分県）

中村美晴 （鹿児島県）

穂満康平 （鹿児島県）

前 千寛 （鹿児島県）

キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）

嶋宮玲奈 （埼玉）

キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）

矢部結菜 （埼玉県）

佐藤優衣 （神奈川県）

岡部逸樹 （岐阜県）

奥田水早紀（奈良県）

齋藤陸王 （岡山県）



2012 第22回全国読書作文コンクール受賞者一覧(小学生)

大 賞大 賞大 賞大 賞

鈴木 聖鈴木 聖鈴木 聖鈴木 聖 （福岡県）

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞

菅井真南人菅井真南人菅井真南人菅井真南人 （宮城県）

金井智奈金井智奈金井智奈金井智奈 （宮城県）

吉澤龍人吉澤龍人吉澤龍人吉澤龍人 （宮城県）

優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞

小学４年

川嶋 李 （神奈川県）

黒川紗那 （岡山県）

原 梨乃 （福岡県）

林田知仁 （佐賀県）

小学５年

東川明日葉（大阪府）

寺元結希人（岡山県）

蓮岡和佳奈（岡山県）

知念朋輝 （沖縄県）

小学６年

八島 明（大阪府）

角田茉優 （岡山県）

青木希美 （鹿児島県）

特 選特 選特 選特 選

小学４年

森川すみれ（秋田県）

安保希実 （埼玉県）

柏木晴帆 （神奈川県）

髙瀬陽那 （三重県）

豊田康陽 （三重県）

永井翔大 （三重県）

夏目浩暉 （三重県）

西村隆太朗（三重県）

甲野恵里奈（大阪府）

百々和輝 （岡山県）

枝木颯佑 （岡山県）

長塩拓磨 （岡山県）

中原舞衣 （岡山県）

梶山滉太 （広島県）

鈴木 潤 （福岡県）

武藤匡紀 （福岡県）

小学５年

村山那奈 （宮城県）

佐藤 有 （東京都）

合田海都 （東京都）

竹井千紗 （埼玉県）

乾 博貴 （神奈川県）

貴田紗也佳（神奈川県）

佐々木美紅（岐阜県）

末廣隼祐 （三重県）

長井美侑 （三重県）

西井啄登 （三重県）

塚口恵太 （三重県）

清水香帆 （大阪府）

森田桃子 （大阪府）

今井可世子（奈良県）

馬場日菜子（奈良県）

曽根帆風 （岡山県）

坪田悠希 （岡山県）

能登奈生 （岡山県）

関 彩夏 （福岡県）

山下実紗 （福岡県）

川副智也 （佐賀県）

中仮屋温大（鹿児島県）

小学６年

安藤 初 （宮城県）

伊藤真太郎（宮城県）

小澤瑞紗 （宮城県）

中島柚斗 （宮城県）

河野芳伸 （神奈川県）

高橋清佳 （神奈川県）

相原ひかる（神奈川県）

髙橋 陽 （神奈川県）

田辺文香 （神奈川県）

大野伶菜 （岐阜県）

堀 桃歌 （岐阜県）

大井菜央 （三重県）



北山夏輝 （三重県）

野田百華 （三重県）

稲穂眞尋 （大阪府）

濱田 優 （大阪府）

今田理陽 （大阪府）

和田美咲 （大阪府）

黒田桃花 （岡山県）

大川紗奈江（岡山県）

大田美優 （岡山県）

大江なる （広島県）

吉冨綾花 （佐賀県）

森下幸世 （大分県）

津村勇輝 （鹿児島県）

入 選入 選入 選入 選

小学４年

小澤史絢 （宮城県）

熊谷琴音 （宮城県）

吉田文香 （東京都）

会田真生 （東京都）

小林 歩 （東京都）

神山美羽 （神奈川県）

飯山慶太 （神奈川県）

小野真夢 （神奈川県）

小宮山颯音（神奈川県）

陶山恵都 （神奈川県）

山崎康平 （神奈川県）

山下夏輝 （神奈川県）

石野優羽 （三重県）

中川将吾 （三重県）

服部杏美 （三重県）

藤井美月 （大阪府）

尾崎圭悟 （奈良県）

木下采音 （岡山県）

阿部絵莉菜（岡山県）

伊藤祐喜 （岡山県）

岡﨑壮真 （岡山県）

北山和佳奈（岡山県）

平松太志 （岡山県）

羽場流星 （広島県）

森本彩加 （広島県）

江渕うめの（福岡県）

大塚妃希 （福岡県）

小川 明 （福岡県）

甲斐匠真 （福岡県）

品川 椋 （福岡県）

田中奏衣 （福岡県）

友池蒼斗 （福岡県）

西岡息吹 （福岡県）

松尾有架子（福岡県）

水田 桜 （福岡県）

山下将馬 （福岡県）

吉井惇泰 （福岡県）

岩﨑衣里子（熊本県）

大内田結菜（熊本県）

桑村日奈 （大分県）

原口圭太 （佐賀県）

仲里尚子 （沖縄県）

與儀琴音 （沖縄県）

小学５年

石原圭悟 （宮城県）

高橋 奏 （宮城県）

星野悠月 （東京都）

指田真理衣（東京都）

西口ひかり（東京都）

羽柴利音 （東京都）

青木花連 （神奈川県）

中谷美月 （神奈川県）

井出歩花 （神奈川県）

稲毛 瞳 （神奈川県）

内田彩映 （神奈川県）

久保田智美（神奈川県）

小宮茉央 （神奈川県）

中嶋日陽里（神奈川県）

鳴嶋木香 （神奈川県）

藤田瞭花 （神奈川県）

田中遥陽 （栃木県）

土屋璃里子（栃木県）

李 百華 （岐阜県）

出屋敷竣佑（三重県）

福谷光夏 （三重県）

山下未来 （三重県）

豊田麻衣 （三重県）

伊藤美花 （大阪府）

柳野真音 （大阪府）

葛原雅也 （大阪府）

佐藤悠大 （大阪府）

高島秀也 （奈良県）

飯田若葉 （岡山県）

岡田彩伽 （岡山県）

窪津景太 （岡山県）

小武守明果（岡山県）

小武守明夢（岡山県）

佐藤玲奈 （岡山県）

中川美結 （岡山県）

岡本虎太郎（岡山県）

三上智慧子（広島県）

山近花純 （広島県）

小林佑希亜（広島県）

赤木希衣 （広島県）

城戸琳太郎（広島県）

廣原汐音 （広島県）

萬谷夏怜 （広島県）

大場莞爾 （福岡県）

釼持美友 （福岡県）

角田健真 （福岡県）

田中理穏 （福岡県）

田村しおり（福岡県）

土井瑞貴 （福岡県）

藤田梨紗子（福岡県）

八尋奎臣 （福岡県）

今吉 希 （佐賀県）

麻生桃果 （長崎県）

井上沙紀 （熊本県）

大山航平 （熊本県）



西村聖名 （熊本県）

松岡美里 （熊本県）

玉城奏海 （沖縄県）

友利唯七 （沖縄県）

小学６年

阿部侑樹 （宮城県）

吉野愛海里（宮城県）

鹿又蓮央 （宮城県）

近藤雄斗 （秋田県）

森川航太 （秋田県）

中村優子 （東京都）

南川リオ （東京都）

今井駿介 （東京都）

久保俊輔 （東京都）

中村仁美 （東京都）

竹澤奈央 （埼玉県）

小林 隼 （神奈川県）

荒井 和 （神奈川県）

鯉渕広暉 （神奈川県）

今井有真 （神奈川県）

鮏川彩香 （神奈川県）

鳥居京介 （神奈川県）

藤﨑崇仁 （神奈川県）

松岡直人 （栃木県）

田中杏佳 （岐阜県）

中島聖弥 （愛知県）

大竹愛梨 （三重県）

曽野すみれ（三重県）

内山亜美 （大阪府）

中森佳祐 （大阪府）

林 優樹 （大阪府）

松浦有紗 （大阪府）

光田咲紀 （大阪府）

山下颯斗 （大阪府）

有馬乃愛 （岡山県）

唐渡大聖 （岡山県）

川﨑星光 （岡山県）

田鍋 亮 （岡山県）

西田愛実 （岡山県）

蜂谷安祐美（岡山県）

日笠裕貴 （岡山県）

吉田 楓 （岡山県）

辻 琳香 （岡山県）

小池亜衣子（広島県）

佐々木健人（広島県）

立川歩実 （広島県）

中本洋樹 （広島県）

濱本花菜 （広島県）

藤井美優 （広島県）

岡本すず （広島県）

一木優花 （福岡県）

入江樹里佳（福岡県）

小沼陽南 （福岡県）

國廣晃生 （福岡県）

古賀千優 （福岡県）

菅野美悠 （福岡県）

林 秀治 （福岡県）

和田千夏 （福岡県）

永岡知久 （佐賀県）

郭 秀嘉 （長崎県）

富野百香 （熊本県）

中村莉里歌（熊本県）

西 悠季 （熊本県）

山田愛菜美（熊本県）

友清真羽 （大分県）

中島颯也 （大分県）

石塚智恵 （鹿児島県）

梅北真子 （鹿児島県）

駿河拓矢 （鹿児島県）

森山拓海 （鹿児島県）

奨励賞奨励賞奨励賞奨励賞

小学２年

川合杏奈 （宮城県）

吉井暢秀 （宮城県）

吉野愛里珠（宮城県）

笠原舞依人（宮城県）

大久保まこ（埼玉県）

吉永 渚 （佐賀県）

小学３年

阿部紘季 （宮城県）

香髙麗花 （宮城県）

星 音羽 （宮城県）

小林薫子 （埼玉県）

鈴木靖人 （埼玉県）

葛原綾那 （大阪府）

枝木開夢 （岡山県）

千田陵太 （岡山県）

新山由稀 （岡山県）

西山侑希 （岡山県）

武田修門 （福岡県）

永田里奈 （福岡県）

平山千紗 （福岡県）

森田一葉 （福岡県）

山﨑大雅 （佐賀県）

龍 侑希奈（佐賀県）

三浦巡世 （熊本県）

桑原由奈 （鹿児島県）

橋口実怜 （鹿児島県）

岩下朝香 （佐賀県）

田中翔真 （佐賀県）

山口大雄 （佐賀県）

キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）キラリ特賞（会長特別奨励賞）

桃井大輝 （宮城県）

キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）キラリ賞（会長奨励賞）

浅川美音弥（神奈川県）

森村慶矢 （神奈川県）

井上友実 （神奈川県）

名和大輝 （岐阜県）

岡田将幸 （奈良県）

上野永遠 （岡山県）

木坂菜々子（広島県）
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