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【 小学校の部 】

文部科学大臣賞・国土緑化推進機構会長賞
平墳 旺介 ひらつか  おうすけ 岐阜県垂井町立表佐小学校 ２年

（育樹運動ポスターとして採用）

農林水産大臣賞
福田 錬史郎 ふくだ れんしろう 熊本県玉名市立豊水小学校 １年

関西 銀一朗 せきにしぎんいちろう 神奈川県伊勢原市立大山小学校 3年

庄司 優佳 しょうじ ゆうか 静岡県沼津市立原小学校 3年
毛利 有寿 もうり ありす 香川県高松市立一宮小学校 4年

国土緑化推進機構理事長賞
加藤 友悠 かとう ゆゆ 岩手県盛岡市立城北小学校 1年
栄田 七里美 さかえだ なりみ 宮城県塩竈市立浦戸小学校 3年
推野 姫子 すいの ひめこ 宮城県石巻市立前谷地小学校 6年
村上 紗良 むらかみ さら 栃木県矢板市立片岡小学校 4年
竹 　凛 たけはら りん 千葉県佐倉市立間野台小学校 1年
齋藤 菜々子 さいとう ななこ 東京都光塩女子学院初等科 2年
佐藤　響 さとう ひびき 静岡県沼津市立第四小学校 4年
景山 歩夢 かげやま あゆむ 静岡県川根本町立中川根第一小学校 5年

森坂 愛夢 もりさか あいむ 静岡県川根本町立中川根第一小学校 5年

工藤 悠良 くどう ゆら 愛知県名古屋市立上名古屋小学校 5年
古本 マリナ ノア ふるもと まりなのあ 京都府亀岡市立東別院小学校 3年

市原   颯 いちはら はやて 京都府亀岡市立城西小学校 1年

菊地 里美 きくち さとみ 大阪府吹田市立桃山台小学校 3年

井上 采音 いのうえ あやね 兵庫県神戸市立本山第一小学校 2年

小林 雅姫 こばやし みやび 岡山県新見市立本郷小学校 2年

石川 京奈 いしかわ きょうな 山口県山陽小野田市立須恵小学校 4年

松井 優幸 まつい ひろゆき 長崎県佐世保市立広田小学校 1年

鈴木 千遥 すずき ちはる 宮崎県日南市立北郷小学校 6年

【 中学校の部 】

中国 瑚白 なかくに こはく 広島県廿日市市立七尾中学校 3年

農林水産大臣賞・国土緑化推進機構会長賞
山口 怜依哉 やまぐち れいや 長崎県長崎市立高島中学校 3年

（緑化運動ポスターとして採用）
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豊永 明香里 とよなが あかり 神奈川県藤沢市立藤ヶ岡中学校 3年
谷口 優太 たにぐち ゆうた 島根県出雲市立浜山中学校 3年
田中 愛美 たなか あいみ 宮崎県立明星視覚支援学校 3年

国土緑化推進機構理事長賞

黒澤 晃太郎 くろさわ こうたろう 北海道千歳市立東千歳中学校 2年

小野寺 千絢 おのでら ちひろ 宮城県栗原市立金成中学校 3年
髙橋 ひより たかはし ひより 秋田県横手市立横手北中学校 1年

齋藤 真央 さいとう まお 茨城県筑西市立下館西中学校 1年

南　侑那 みなみ ゆきな 千葉県茂原市立茂原中学校 3年

安江 望那恵 やすえ みなえ 岐阜県飛騨市立古川中学校 2年

大場 萌音 おおば もね 静岡県浜松市立八幡中学校 3年

岸畑 菜摘 きしはた なつみ 静岡県三島市立中郷西中学校 3年

新見 伊紀 にいみ いのり 大阪府大阪市立城陽中学校 2年

森下 友梨香 もりした ゆりか 和歌山県海南市立下津第二中学校 2年

尾形 凜花 おがた りりか 徳島県藍住町立藍住中学校 1年
中津 香夏美 なかつ かなみ 宮崎県宮崎市立田野中学校 3年

【 高等学校の部 】

文部科学大臣賞

吉田 安那 よしだ あんな 新潟県新潟第一高等学校 1年

谷口 良太 たにぐち りょうた 島根県立出雲高等学校 3年

山下 蓮佳 やました あやか 青森県八戸工業大学第二高等学校 2年

向村 衣千華 さきむら いちか 鳥取県米子永島学園米子松蔭高等学校 3年

圖師 未紀 ずし みき 宮崎県立佐土原高等学校 2年

大内 惟裟 おおうち ありさ 茨城県立笠間高等学校 2年

大野 由惠 おおの ゆい 茨城県立藤代高等学校 2年
戸澤 由起乃 とざわ ゆきの 神奈川県立弥栄高等学校 1年

山根　翔 やまね しょう 島根県立大社高等学校 2年

遠藤 諒亮 えんどう りょうすけ 島根県立松江北高等学校 2年

初田 莉奈 はつだ りな 長崎県立上五島高等学校 2年

注 竹 　凛の原の点はいれないでください。
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