
入賞者一覧（ポスターの部） 

賞 小学校名 氏  名 賞 小学校名 氏  名 

特 選 鷹丘 阿部 茉里 佳作 向山 原 緑快 

準特選 野依 鈴木 悠斗 花田 尾崎 旬 

小沢 金子 愛未 牟呂 髙嶋 柚良 

入選 岩田 河合 美怜 牟呂 柴田 航汰 

東田 前田 結衣 牟呂 宇佐美 怜央 

八町 中川 結理 汐田 袴田 蒼太 

松葉 石原 向 汐田 石井 柚菜 

松葉 櫻井 美友 汐田 中居 奈月 

向山 中村 快晟 芦原 金澤 日万里 

向山 堀内 遙乃 芦原 村田 夏乃羽 

向山 松本 らん 福岡 山本 新 

花田 丹羽 匡 福岡 田中 有紀 

花田 玉木 晴菜 中野 新美 実由 

羽根井 小林 眞白 中野 長縄 真歩 

下地 佐藤 輝幸 栄 長本 健吾 

牟呂 小林 海惺 栄 忍田 和心 

牟呂 岡田 陸磨 栄 河合 真太郎 

福岡 福地 修介 栄 塩山 正太郎 

中野 多和 志清 栄 伊藤 由晋 

栄 荒島 菜柚 栄 伊藤 希海 

栄 武川 穏音 栄 榎本 紋子 

栄 杉浦 健太 栄 尾﨑 優大 

磯辺 深谷 柚奈 栄 安形 梨花 

磯辺 瀧川 咲月 栄 原田 沙采 

大清水 板坂 八月 植田 松下 雄蔵 

牛川 陶山 結叶 植田 中林 碧唯 

多米 丸地 晴菜 牛川 熊田 美桜 

多米 渡辺 優 多米 三浦 妃麻里 

幸 左右田 佳穏 多米 尾崎 笑菜 

幸 前澤 ひなみ 多米 萩本 紅葉 

西郷 小林 莉空 つつじが丘 横井 瑞希 

高根 上床 那穂 飯村 伊藤 慶 

高根 森谷 椛恋 飯村 中島 詩奈 

佳作 岩田 大場 珠希 飯村 前野 文花 

岩田 近藤 ひなた 天伯 榎本 妃花 

豊 名和 真知子 幸 山本 裕貴 

豊 深谷 朱李 幸 伊藤 蒼介 

東田 関嶋 紗彩 石巻 中西 洸翔 

東田 内田 茉李 二川南 六峰 秀虎 

八町 高岡 優愛 高根 洲之内 友羅 

新川 板垣 圭祐 高根 前田 悠斗 

向山 杉浦 新 

別添資料



入賞者一覧（書の部） 

賞 小学校名 氏  名 賞 小学校名 氏  名 

特 選 羽根井 田中 伶 佳作 東田 清水 聡真 

準特選 八町 小林 桃子 八町 下村 青葉 

下地 菅谷 心寧 八町 船井 蒼介 

入選 岩田 鈴木 まこ 松葉 平野 愛姫 

豊 北村 志有 松山 石原 陽菜 

豊 近藤 加奈 松山 津久井 結 

豊 高橋 樹平 松山 有木 才一 

豊 塚本 雄太 向山 大林 妃七 

東田 萩本 千春 向山 若林 歩花 

東田 外山 咲姫 花田 淺川 莉菜 

旭 梅村 明香里 花田 丹羽 匡 

旭 河合 啄摩 下地 匂坂 晴日 

松葉 佐藤 史織 牟呂 小川 武琉 

松山 彦坂 真衣 牟呂 白井 結葵 

松山 松井 貫太朗 牟呂 鵜飼 名菜 

向山 松本 らん 汐田 三浦 愛美 

向山 七原 菜摘 高師 伊藤 蒼央衣 

花田 尾崎 旬 高師 杉浦 心菜 

羽根井 大羽 玉記 高師 稲垣 実祐 

津田 片山 水月 芦原 中村 美月 

汐田 大谷 稟美菜 福岡 井原 瑛太 

汐田 渡邊 美優 栄 伊藤 千華 

高師 岡本 悠愛 栄 神谷 公章 

栄 安形 梨花 栄 前迫 悠真 

野依 野間 理央 栄 山下 莉加 

鷹丘 島田 航子 磯辺 藤井 健大郎 

鷹丘 矢野 維吹 野依 前田 珠 

飯村 齋藤 なつ 大清水 木藤 雅人 

幸 廣田 望有 鷹丘 佐竹 優乃 

幸 山上 芽衣 鷹丘 山本 愛莉 

幸 彦坂 知花 多米 山本 依睦 

高根 朝倉 由衣 つつじが丘 山口 愛結 

老津 彦坂 はな 飯村 加藤 麗 

佳作 岩田 大林 紅皇都 飯村 福井 隆之介 

岩田 小西 彩音 飯村 比嘉 美海 

岩田 松崎 華子 幸 梶原 稟加 

岩田 松本 拓馬 石巻 大木 美歩 

岩田 中村 真彩 玉川 澤入 煌太 

岩田 山口 正悟 高根 森谷 椛恋 

豊 佐々木 七羽 杉山 花田 知優 

豊 後藤 ひなの 杉山 船山 愛莉 

東田 中西 眞白 


