
別紙3
第39回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール　入賞者一覧
文部科学大臣奨励賞(6名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

京都府 宇治市立北小倉小学校 1年 入江　晃輔 いりえ　こうすけ ティラノザウルスのちょきんばこ
愛知県 豊橋市立芦原小学校 2年 葭谷　壮紫 よしたに　そうし みつばちのちょきんばこ
愛媛県 今治市立鳥生小学校 3年 松岡　冴祐 まつおか　さすけ 暑い夏休み

鹿児島県 霧島市立陵南小学校 4年 古川　小春 ふるかわ　こはる 化石発見！ 昨年度コンクールからの連続入賞
富山県 砺波市立庄東小学校 5年 森　亜麻音 もり　あまね 地球の仲間たち
埼玉県 狭山市立新狭山小学校 6年 樋口 鈴 ひぐち　りん おじいちゃんの病気って何？

ゆうちょ銀行賞(6名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

長崎県 長崎市立土井首小学校 1年 田中　采希 たなか　ことき ライオン貯金箱
栃木県 宇都宮市立峰小学校 2年 冨貴塚　紗愛 ふきつか　しえな バレリーナの貯金箱
埼玉県 羽生市立羽生北小学校 3年 佐藤　航輝 さとう　こうき 貯金で渡れるマイ踏切
山口県 萩市立越ヶ浜小学校 4年 波多野　馳 はだの　はせる おっとっとっと！大工さん
埼玉県 杉戸町立西小学校 5年 望月　ゆきね もちづき　ゆきね 思い出の自然教室 昨年度コンクールからの連続入賞
福岡県 北九州市立黒崎中央小学校 6年 德久　悠花 とくひさ　はるか 黒田官兵衛貯金箱

ゆうびんきょく賞(6名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

大阪府 大阪市立開平小学校 1年 宮本　幸明 みやもと　こうめい アザラシをねらっているホホジロザメ
神奈川県 横浜市立屏風浦小学校 2年 南　壮翔 みなみ　まさと 蒸気機関車
愛知県 名古屋市立福春小学校 3年 綱島　青海 つなしま　あうみ トントンカチカチ　二色の動物貯金箱
埼玉県 朝霞市立朝霞第四小学校 4年 冨塚　琥太郎 とみつか　こたろう かせぎ坂ちょきん箱
茨城県 私立リリーベール小学校 5年 植野　愛悠 うえの　あゆ 夏の思い出
千葉県 船橋市立二和小学校 6年 松野　義樹 まつの　よしき 教員になって初めての別れ

審査員特別賞(3名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

富山県 富山市立蜷川小学校 1年 高木　謙 たかぎ　けん つよいぞつよいぞ　カラフルかぶとむし
千葉県 船橋市立坪井小学校 4年 仲間　理功 なかま　りく 木の実がなる貯金箱
兵庫県 養父市立広谷小学校 4年 西野　光樹 にしの　みつき イカす貯金箱 昨年度コンクールからの連続入賞

すごいアイデアで賞(219名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

北海道 札幌市立定山溪小学校 1年 多田　樟太朗 ただ　しょうたろう タメレーター
栃木県 宇都宮市立錦小学校 1年 蒲　侑樹 がま　ゆうき てつぼうをがんばるボクとうちのハムスター
群馬県 前橋市立大利根小学校 1年 森下　啓玖 もりした　ひらく マジックおかいこちょきんばこ
埼玉県 川口市立十二月田小学校 1年 成田　航大 なりた　こうだい ひまわり貯金箱
埼玉県 坂戸市立北坂戸小学校 1年 みすみ　ひろき ろけっとちょきんばこ 氏名：「角」ではなく、縦線は突き抜ける
埼玉県 所沢市立美原小学校 1年 大槻　妃愛 おおつき　ひな おはなちゃん
千葉県 八街市立二州小学校 1年 安井　典史 やすい　のりふみ トリケラトプス
東京都 練馬区立大泉東小学校 1年 伊藤　晃史 いとう　あきふみ うみでおよぐじぶんちょきんばこ

神奈川県 横浜市立市場小学校 1年 上川　煌刀 かみかわ　あきと かにのちょきんばこ
神奈川県 横浜市立西本郷小学校 1年 澤田　理花 さわだ　りか 鳥の巣　貯金箱
神奈川県 伊勢原市立大田小学校 1年 冨樫　優斗 とがし　ゆうと がんばってぬくぞ！大きなカブ貯金箱
新潟県 上越市立牧小学校 1年 曽根　宜樹 そね　よしき ざとうくじらのちょきんばこ
新潟県 糸魚川市立田沢小学校 1年 八木　陽平 やぎ　ようへい きょうりゅうの卵のちょきんばこ
富山県 黒部市立宇奈月小学校 1年 高邑　爽蒼 たかむら　そら はしれ！ダンプカー

石川県
金沢大学人間社会学域学校教
育学類附属小学校

1年 巽 千広朗 たつみ　ちひろう おまつりでたべたフランクフルト

愛知県 稲沢市立祖父江小学校 1年 権田　惺 ごんだ　しょう デコトラちょきんばこ
愛知県 蟹江町立学戸小学校 1年 加藤　大晴 かとう　たいせい ショベルカー
滋賀県 大津市立中央小学校 1年 藤岡　拓夢 ふじおか　たくむ 貯金水族館
滋賀県 甲賀市立土山小学校 1年 上畠　大輝 かみはた　ともき パクッ
京都府 京都市立松尾小学校 1年 宮田　彩澄 みやた　いずみ おにさんれっしゃちょきんばこ
大阪府 藤井寺市立藤井寺小学校 1年 松尾　育太 まつお　いくた いくた号
奈良県 大和高田市立土庫小学校 1年 藤井　梨未 ふじい　なみ りすのちょきんばこ
岡山県 岡山市立西小学校 1年 三好　康介 みよし　こうすけ ぼくのあさがお
岡山県 新見市立本郷小学校 1年 妹尾　匠馬 せのお　しょうま ペンタクラトプスの貯金箱
広島県 尾道市立高須小学校 1年 四元　菜々美 よつもと　ななみ ぼうしちょきんばこ
山口県 下関市立川棚小学校 1年 八嶋　真輝 やしま　まさき かわたなのしきちょきんばこ
徳島県 徳島市不動小学校 1年 井内　真輝斗 いのうち　まきと たいこをたたくぼくのおとうさん
香川県 琴平町立琴平小学校 1年 永島　義 ながしま　あき きょうりゅうちょきんばこ
愛媛県 今治市立常盤小学校 1年 正岡　創太 まさおか　そうた 「やまたのおろち」のちょきんばこ
愛媛県 宇和島市立玉津小学校 1年 福森 暁 ふくもり　あき なんでもむし
福岡県 北九州市立広徳小学校 1年 安達　龍飛 あだち　りゅうび なまはげの貯金箱
長崎県 佐世保市立黒島小学校 1年 松﨑　南 まつざき　みなみ 教会貯金箱

鹿児島県 南九州市立松山小学校 1年 池田　陽 いけだ　よう 3びきのこぶたちょきんばこ
沖縄県 南城市立船越小学校 1年 玉城　陽左志 たまき　ひざし こうえんのちょきんばこ
沖縄県 沖縄市立宮里小学校 1年 仲里　優佑 なかざと　ゆうすけ おばあちゃんのいえ
沖縄県 宮古島市立平良第一小学校 1年 與那覇　橙野 よなは　だいや やしがにの貯金箱
青森県 八戸市立中居林小学校 2年 岩本　翼 いわもと　つばさ しじみとり
茨城県 ひたちなか市立堀口小学校 2年 網倉　悠 あみくら　はるか 海のなかまたちちょ金ばこ
茨城県 日立市立大みか小学校 2年 岡本　頼樹 おかもと　らいき 紙ひこうきにのりたいな
茨城県 日立市立日高小学校 2年 加古　真優奈 かこ　まゆな つかまえるぞ！！ちょ金ばこ 昨年度コンクールからの連続入賞
栃木県 真岡市立真岡小学校 2年 鷲尾　陽向 わしお　ひなた はりがねきょうりゅう
栃木県 下野市立薬師寺小学校 2年 宮本　梨央 みやもと　りお つみき　タコ貯金箱
群馬県 渋川市立長尾小学校 2年 齋藤　煌典 さいとう　おうすけ かん字ゅく　みかん
埼玉県 さいたま市立太田小学校 2年 黒田　琉生 くろだ　りゅうせい おにいちゃんのかお
埼玉県 川越市立上戸小学校 2年 伊藤　海青 いとう　かいせい ビックリ　ちんあなご　ちょ金ばこ
埼玉県 所沢市立北中小学校 2年 谷川　纏 たにかわ　てん ジンベイザメの宇宙（せかい）
千葉県 佐倉市立佐倉東小学校 2年 山﨑　大輝 やまざき　だいき サメの貯金箱
千葉県 富里市立富里小学校 2年 長澤　稟仁 ながさわ　りと 夏の思い出　ガチャポン
富山県 富山市立船峅小学校 2年 四谷　直稟 しだに　すぐり カエルじゃないよ　カッパだよ
静岡県 浜松市立富塚小学校 2年 篠原　佑里 しのはら　ゆうり ふじ山と海のちょきんばこ



別紙3
すごいアイデアで賞(219名)
都道府県 学校名 学年 氏名 氏名ふりがな 作品名 備考

愛知県 西尾市立一色中部小学校 2年 今川　愛理 いまがわ　あいり プラスチックの木きんちょ金ばこ
滋賀県 野洲市立中主小学校 2年 平井　悠陽 ひらい　ゆうひ スイスイぎんこう
京都府 京都市立岩倉北小学校 2年 谷垣　滉宥 たにがき　こうすけ ねておきてねるちょきんばこ
京都府 京田辺市立三山木小学校 2年 古川　颯天 ふるかわ　そあ ぶたのちょ金ばこ
京都府 京田辺市立大住小学校 2年 岡田　柊真 おかだ　しゅうま オニヤンマ　1号
京都府 京都市立桂坂小学校 2年 長谷川　虎旺 はせがわ　こお ぶらぶら　ふくろう
大阪府 堺市立三国丘小学校 2年 髙内　悠大 たかうち　ゆうだい わにさんぱっくんちょきんばこ
大阪府 忠岡町立忠岡小学校 2年 土谷　菜希沙 つちや　なぎさ こびとのちょきんばこ
兵庫県 神戸市立雲中小学校 2年 細川　麗央 ほそかわ　れお ゆめのすいぞくかん
兵庫県 神戸市立広陵小学校 2年 竹口　晋斗 たけぐち　ゆきと くものすちょきんばこ
兵庫県 丹波市立吉見小学校 2年 南山　泰良 みなみやま　たいら CDちょきんばこ
兵庫県 新温泉町立浜坂西小学校 2年 濱根　歩美 はまね　あゆみ かにさんちょきん
兵庫県 たつの市立神岡小学校 2年 矢巻　朋佳 やまき　ともか おとのさまくらいお金もちになるぞ！
兵庫県 神戸市立神陵台小学校 2年 戸倉　理恵子 とくら　りえこ おいしかったトウモロコシ
奈良県 大和高田市立高田小学校 2年 吉田　健人 よしだ　けんと 入ったら出せない貯金箱
奈良県 香芝市立五位堂小学校 2年 由佐　陽樹 ゆさ　はるき 金もちカブト

和歌山県 有田川町立八幡小学校 2年 三浦　大輝 みうら　たいき くじらのリンリン
島根県 松江市立忌部小学校 2年 松尾　朋樹 まつお　ともき カメのちょ金ばこ
福岡県 糸島市立引津小学校 2年 飯牟禮　秀虎 いむれ　ひでとら 海に入っているぼく
佐賀県 唐津市立外町小学校 2年 家永　宗一郎 いえなが　そういちろう しょうらいのゆめちょ金ばこ
宮崎県 都城市立庄内小学校 2年 中村　旺介 なかむら　おうすけ ほねほねドッグとじゃらじゃライオン
沖縄県 読谷村立読谷小学校 2年 天願　颯 てんがん　はやせ お金持ちドラゴン
沖縄県 沖縄市立北美小学校 2年 城間　虎太郎 しろま　こたろう バースデーケーキみたいなチンアナゴのちょ金箱
宮城県 仙台市立中野栄小学校 3年 久道　晴太 ひさみち　せいた みんなの学校
福島県 三春町立三春小学校 3年 川﨑　凛耶 かわさき　りんや ホームラン
茨城県 鉾田市立舟木小学校 3年 海老澤　あかり えびさわ　あかり バレーボール
栃木県 宇都宮市立城東小学校 3年 下田　悠雅 しもだ　ゆうが 地層のなぞ
栃木県 益子町立益子小学校 3年 永田　日和 ながた　ひより ギターのちょ金ばこ
群馬県 前橋市立岩神小学校 3年 遠藤　龍 えんどう　りょう 行ってきたよ宇宙ステーション
埼玉県 さいたま市立三室小学校 3年 高橋　優亜 たかはし　ゆあ 夏の思い出はじめてのシュノーケリング
埼玉県 東松山市立松山第二小学校 3年 佐々井　慈歩 ささい　ちかほ なしの１年間
千葉県 浦安市立美浜北小学校 3年 今井　琉斗 いまい　りゅうと 大空一号
千葉県 成田市立美郷台小学校 3年 海野　倭 うみの　やまと ぼくの住む町たんけん
千葉県 市原市立国分寺台東小学校 3年 阿部　亜戯斗 あべ　あぎと 首ふりウミガメの貯金箱

神奈川県 横浜市立日限山小学校 3年 田中　万尋 たなか　まひろ たのしかったなみのり
神奈川県 愛川町立田代小学校 3年 石井　利憲 いしい　としのり 宇宙旅行貯金箱 昨年度コンクールからの連続入賞
神奈川県 藤沢市立高谷小学校 3年 秋山　瑛輝 あきやま　えいてる シーサー
愛知県 西尾市立東幡豆小学校 3年 三浦　天綺 みうら　てんき 銭湯の貯金箱
愛知県 刈谷市立住吉小学校 3年 鎌野　舜太 かまの　しゅんた 大すきテニスちょ金ゲーム
愛知県 名古屋市立植田北小学校 3年 井戸　若人 いど　なおと 交通安全貯金箱
愛知県 瀬戸市立東山小学校 3年 村上　千尋 むらかみ　ちひろ クロールちょ金箱
三重県 伊勢市立小俣小学校 3年 山川　咲舞 やまかわ　えま 家族の貯金箱
滋賀県 大津市立瀬田小学校 3年 金城　春都 きんじょう　はると ひょうたんとぼくと弟　ーぼくたちの夏休みー
京都府 宇治市立菟道第二小学校 3年 別所　颯志 べっしょ　そうし 宇宙人貯金箱
兵庫県 神戸市立本山第二小学校 3年 中川　和音 なかがわ　わをん 金の大ぶつ
兵庫県 尼崎市立立花西小学校 3年 飯村　遥斗 いいむら　はると ロボット貯金箱
兵庫県 伊丹市立笹原小学校 3年 上野山　涼太 うえのやま　りょうた そうぞうキョウリュウ貯金箱
奈良県 生駒市立鹿ノ台小学校 3年 神原　結衣 かんばら　ゆい リアルはちのす貯金箱
鳥取県 三朝町立西小学校 3年 吉川　海優 きっかわ　みひろ すいかみたいな恐竜
島根県 出雲市立神戸川小学校 3年 板倉　広樹 いたくら　こうき えびすさん 昨年度コンクールからの連続入賞
広島県 広島市立大塚小学校 3年 中原　海惺 なかはら　かいせい ありが鯛
広島県 東広島市立東西条小学校 3年 石川　優音 いしかわ　ゆね 月に行ってみたい
広島県 広島市立狩小川小学校 3年 阿部　海璃 あべ　まりん 鳥とたまごの貯金箱

山口県
山口大学教育学部附属山口小
学校

3年 里井　心南 さとい　ここな しあわせをはこぶ鳥

徳島県 鳴門市鳴門東小学校 3年 さくらぎ　まな いくらたっぷり！いくらどん 氏名：「茉」ではなく、草かんむりに未
香川県 高松市立鬼無小学校 3年 半田　朋花 はんだ　ともか 鳥のちょ金箱
香川県 善通寺市立竜川小学校 3年 臼杵　慶 うすき　けい 世界のみんなで楽しくサッカー
香川県 三豊市立大見小学校 3年 島本　侑季 しまもと　ゆうき つり大すきちょ金箱
愛媛県 八幡浜市立真穴小学校 3年 二宮　秀太 にのみや　しゅうた 家ぞくみんなで　みかんをとるぞー！貯金箱
熊本県 宇城市立河江小学校 3年 寺田　優作 てらだ　ゆうさく レスリング大会貯金箱
福島県 いわき市立菊田小学校 4年 小澤　太陽 おざわ　たいよう カッパの貯金箱
茨城県 常総市立石下小学校 4年 髙橋　紅愛 たかはし　くれあ 茨城からの贈り物
栃木県 宇都宮市立姿川第一小学校 4年 大出　勘太郎 おおで　かんたろう おどる魚　貯金箱
栃木県 鹿沼市立粟野第一小学校 4年 神山　天志 かみやま　てんし ふくろうの貯金箱
群馬県 上野村立上野小学校 4年 皆川　喜之介 みながわ　よしのすけ 大好き！！ししまい貯金箱
群馬県 伊勢崎市立坂東小学校 4年 佐藤　慎之助 さとう　しんのすけ 立派に育ったヘチマ
群馬県 太田市立宝泉南小学校 4年 茂木　馨 もてぎ　かおる 富岡製糸場
群馬県 太田市立藪塚本町小学校 4年 増田　悠乃 ますだ　ゆの 祝 世界遺産 かいこさん糸まくのって大変ね 昨年度コンクールからの連続入賞
埼玉県 越生町立梅園小学校 4年 鈴木　海祐 すずき　みゆう 海の中の貯金箱
埼玉県 所沢市立山口小学校 4年 川田　伊織 かわだ　いおり もう一度えんぴつになりたかった
千葉県 市川市立中山小学校 4年 榎本　加奈 えのもと　かな ゆらゆら
千葉県 船橋市立行田西小学校 4年 梅谷　奈央 うめたに　なお 小人のケーキやさん
千葉県 旭市立中央小学校 4年 新行内　悠希 しんぎょううち　ゆうき カンカン貯金箱
富山県 黒部市立中央小学校 4年 村椿　かずみ むらつばき　かずみ じんじん祭りの貯金箱
富山県 高岡市立中田小学校 4年 髙田　真樹 たかた　まさき 竹の皮の羽を持つフクロウ
長野県 御代田町立御代田南小学校 4年 樋口　夢来 ひぐち　ゆな オシャレ貯金箱
長野県 富士見町立本郷小学校 4年 金井　春樹 かない　はるき くわがたちょきん箱
愛知県 豊田市立石畳小学校 4年 永田　紗也 ながた　さや 夏の思い出 マングローブの森と海
愛知県 大府市立神田小学校 4年 久野　航瑠 くの　わたる ピラミッド
滋賀県 彦根市立城南小学校 4年 赤井　笑奈 あかい　えな きょうりゅうの上でたたかいだ！
京都府 亀岡市立青野小学校 4年 浅野　地広 あさの　ちひろ シンジュサンの貯金箱
京都府 舞鶴市立余内小学校 4年 高尾　もえか たかお　もえか キラキラひまわりちょ金箱
兵庫県 神戸市立白川小学校 4年 栗岡　遼希 くりおか　はるき うずしおフィッシング
兵庫県 加古川市立東神吉小学校 4年 橋本　かなえ はしもと　かなえ 夢のお家貯金箱
奈良県 葛城市立新庄北小学校 4年 池田　侑聖 いけだ　ゆうま オートバイ
島根県 安来市立広瀬小学校 4年 遠藤　駿斗 えんどう　はやと オロチ貯金箱
島根県 奥出雲町立高田小学校 4年 藤原　蓮 ふじはら　れん 森のゆうえんち貯金箱
山口県 萩市立明倫小学校 4年 伊藤　心美 いとう　ここみ わたしの自まんのふるさと萩



別紙3
すごいアイデアで賞(219名)
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徳島県 阿南市立吉井小学校 4年 阿瀬川　祥永 あぜかわ　しょうえい まほうのランプちょ金箱
愛媛県 西条市立壬生川小学校 4年 三浦　綾都 みうら　あやと コーラス貯金箱
福岡県 朝倉市立金川小学校 4年 永野　由美香 ながの　ゆみか 一寸ぼうしのたび
佐賀県 神埼市立千代田東部小学校 4年 武富　みゆ たけどみ　みゆ じいちゃん　さかなつりに行こう！
佐賀県 小城市立三日月小学校 4年 谷口　粋生 たにぐち　すいび 熊本城
長崎県 諫早市立上山小学校 4年 南部　未菜美 なんぶ　みなみ アルミのフラワー貯金箱
沖縄県 名護市立稲田小学校 4年 新城　陽 しんじょう　よう 海の水族館
青森県 八戸市立白銀小学校 5年 伊東　玲海 いとう　れみ シュートを決めろ！
山形県 酒田市立富士見小学校 5年 大嶋　和希 おおしま　かずき さるの貯金箱
福島県 玉川村立川辺小学校 5年 杉嵜　翔馬 すぎざき　しょうま ダイオウイカの貯金箱
茨城県 大洗町立夏海小学校 5年 大貫　穂華 おおぬき　ほのか カラフルなはりねずみ
栃木県 真岡市立真岡小学校 5年 仙波　風花 せんば　ふうか 魔法の教科書
栃木県 佐野市立閑馬小学校 5年 川田　心美 かわだ　ここみ パクパクパンダ
埼玉県 幸手市立さくら小学校 5年 川端　俊介 かわばた　しゅんすけ ジンベエザメのごはんちょうだい
埼玉県 伊奈町立小針小学校 5年 木下　結惟 きのした　ゆい 来年は私の年
千葉県 八千代市立大和田南小学校 5年 古澤　愛那 ふるさわ　えな 目玉焼き作ろう
千葉県 富津市立飯野小学校 5年 鈴木　咲菜 すずき　さな 富津花火大会
東京都 練馬区立大泉東小学校 5年 植村　武尊 うえむら　ほたか モンシロチョウの成長

神奈川県 横浜市立南舞岡小学校 5年 鉢呂　真奈 はちろ　まな 実るほど　頭を垂れる　稲穂かな
神奈川県 秦野市立鶴巻小学校 5年 木村　優希 きむら　ゆうき ぼくらのまち秦野市
神奈川県 秦野市立南小学校 5年 山口　優香 やまぐち　ゆうか コイの滝登り
神奈川県 山北町立清水小学校 5年 池上　詩乃 いけがみ　しの 私の宝箱　〈思い出いっぱい清水小学校〉
新潟県 新潟市立牡丹山小学校 5年 小林　実樹 こばやし　　みつき さしみの盛り合わせ貯金箱
富山県 高岡市立横田小学校 5年 矢木　小晴 やぎ　こはる おばあちゃんの家
岐阜県 岐阜市立三里小学校 5年 髙橋　稜 たかはし　りょう うかいの貯金箱
愛知県 稲沢市立大里西小学校 5年 酒井　利菜 さかい　りな 盆踊りの太鼓
三重県 紀北町立西小学校 5年 高芝　祥真 たかしば　しょうま 熊本城の上から
京都府 宇治田原町立宇治田原小学校 5年 西出　結喜 にしで　ゆき おいしいお茶つみ貯金箱
大阪府 大阪市立西天満小学校 5年 矢崎　双葉 やざき　ふたば 大好きな妹
大阪府 箕面市立止々呂美小学校 5年 吉村　里都 よしむら　さと 世界のポスト
大阪府 堺市立はるみ小学校 5年 田村　聡規 たむら　さとき いつもこんなにすくえたらいいのにな。
兵庫県 西宮市立樋ノ口小学校 5年 須谷　善 すたに　ぜん たまれ！焼き魚君
兵庫県 私立小林聖心女子学院小学校 5年 林　薫 はやし　かおる 「まや山に登ろう。」
兵庫県 加古川市立野口北小学校 5年 進　友紀子 しん　ゆきこ くねくねいも虫
香川県 小豆島町立安田小学校 5年 藪脇　昂正 やぶわき　こうせい 醤油だる貯金箱
香川県 三木町立氷上小学校 5年 近藤　宏 こんどう　ひろし うどん職人貯金箱 昨年度コンクールからの連続入賞
愛媛県 松山市立河野小学校 5年 山内　真穂 やまうち　まさほ 子規さんも貯金したい！
福岡県 北九州市立日明小学校 5年 片岡　希歩 かたおか　のあ ドンドンたまる貯金箱
福岡県 北九州市立清水小学校 5年 岩井　遥祐 いわい　ようすけ やられる～！
長崎県 長崎市立高尾小学校 5年 山田　萌結 やまだ　もゆ たんす貯金
熊本県 熊本市立城東小学校 5年 平井　寛大 ひらい　かんた たくさんつれる大漁貯金箱
熊本県 合志市立合志南小学校 5年 軸丸　輝 じくまる　あきら ぼくらの図書室
熊本県 あさぎり町立上小学校 5年 山野　響也 やまの　おとや 円柱タワー貯金箱
宮崎県 宮崎市立住吉南小学校 5年 岩本　健太郎 いわもと　けんたろう はにわ貯金箱
北海道 根室市立成央小学校 6年 田甫　真鈴 たぼ　まりん みんなでなかよく！昆布干し貯金箱
青森県 板柳町立板柳北小学校 6年 工藤　由寿菜 くどう　ゆずな ミシン貯金箱
茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 6年 大曽根 文之介 おおそね　ふみのすけ トントン，クルリン，お手伝い
茨城県 水戸市立下大野小学校 6年 髙橋　瑠依 たかはし　るい 万能フクロウ貯金箱
茨城県 日立市立仲町小学校 6年 平塚　丈晃 ひらつか　ともあき 森のすべりだい貯金箱
群馬県 沼田市立升形小学校 6年 飯塚　風 いいづか　ふう 思い出かえる 昨年度コンクールからの連続入賞
埼玉県 さいたま市立中島小学校 6年 倉本　隼知 くらもと　はやとし 改札機貯金箱
埼玉県 吉見町立北小学校 6年 福田　峻平 ふくだ　しゅんぺい ６年１組だよ全員集合

神奈川県 藤沢市立本町小学校 6年 斉藤　ひばり さいとう　ひばり オリジナル丸ポスト
新潟県 上越市立春日新田小学校 6年 佐藤　瑠起 さとう　るいき 米俵の貯金箱
新潟県 柏崎市立北条小学校 6年 栁　兼人 やなぎ　かねと 登龍門
新潟県 新潟市立早通南小学校 6年 水澤　優介 みずさわ　ゆうすけ 自然の車
石川県 金沢市立菊川町小学校 6年 倉西 宏和 くらにし　ひろかず 地球最幸
岐阜県 大垣市立綾里小学校 6年 金城　秀哉 きんじょう　ひでや
静岡県 藤枝市立藤枝中央小学校 6年 長谷川　美怜 はせがわ　みさと 6年間思い出旅行貯金箱
愛知県 西尾市立八ツ面小学校 6年 藤森　凪人 ふじもり　なぎと 西尾貯金箱
愛知県 津島市立蛭間小学校 6年 佐藤　宏紀 さとう　こうき 貯金ロープウェイ
滋賀県 大津市立和邇小学校 6年 熊谷　惇平 くまがい　じゅんぺい アリの巣
京都府 城陽市立寺田小学校 6年 黒田　俊介 くろだ　しゅんすけ 製糸貯金箱　富岡製糸場
大阪府 大阪市立鶴見小学校 6年 細川　悠翔 ほそかわ　ゆうと 大仙古墳
大阪府 泉大津市立戎小学校 6年 西 樹 にし　いつき 完熟ゴーヤ
兵庫県 南あわじ市立市小学校 6年 村上　雄基 むらかみ　ゆうき おいしい淡路島玉ねぎ

和歌山県 和歌山市立大新小学校 6年 中山　将徳 なかやま　まさのり ロボ博士貯金箱
島根県 出雲市立平田小学校 6年 平野　智暉 ひらの　ともき おみくじ貯金箱
島根県 出雲市立北陽小学校 6年 小村 笑加 おむら　えみか ご縁（五円）の木の貯金箱
山口県 山陽小野田市立高千帆小学校 6年 田中 大智 たなか　たいち カブト虫の成長貯金箱 昨年度コンクールからの連続入賞
徳島県 徳島市大松小学校 6年 大上　那生 おおうえ　なお 水車風貯金箱
徳島県 上板町立東光小学校 6年 佐川　稀羅 さがわ　きら 水族館をのぞきこむ人
愛媛県 四国中央市立川之江小学校 6年 橋本　純子 はしもと　すみこ てんとうむしの貯金箱
福岡県 志免町立志免西小学校 6年 佐瀨　魁人 させ　かいと 志免町の竪坑（しめまちのたてこう）
福岡県 福岡市立香椎小学校 6年 寺島　愛梨 てらしま　あいり 夏の思い出
福岡県 八女市立長峰小学校 6年 田中　翔太 たなか　しょうた 竹で作ったカミキリ虫ちょ金箱
長崎県 壱岐市立霞翠小学校 6年 田中　咲良 たなか　さくら ワニの貯金箱
長崎県 長崎市立西城山小学校 6年 森　彩加 もり　さやか タマゴの貯金箱
宮崎県 椎葉村立松尾小学校 6年 椎葉　愛果 しいば　ほのか 三だんタワー貯金箱

鹿児島県 霧島市立小浜小学校 6年 山元　麻由 やまもと　まゆ テープカンガルー
鹿児島県 湧水町立轟小学校 6年 老谷　木里 おいたに　もくり おどるガイコツ


