
〔第５２回〕　図画部門財団奨励賞入賞者

学年 所在地 小学校名 氏　名 学年 所在地 小学校名 氏　名

1年 青森県上北郡おいらせ町 木内々 及川　健太 4年 青森県八戸市 白銀 石橋　亮汰

青森県青森市 新城中央 三ヶ田　弓悠 　 青森県八戸市 白銀 畑中　桃果

栃木県宇都宮市 城東 髙橋　和樹 　 福島県会津若松市 湊 渡部　光来

栃木県栃木市 藤岡 小関　夢希 　 福島県会津若松市 城西 笹内　りりか

埼玉県川口市 原町 小田　結衣愛 　 福島県会津若松市 東山 渡辺　隼太朗

千葉県佐倉市 千代田 田野　翔大 　 茨城県水戸市 吉沢 岩佐　凛音

千葉県佐倉市 千代田 渡會　わこ 　 茨城県水戸市 双葉台 石井　里來

京都府京都市 西院小学校 冨岡　陽都 　 千葉県柏市 風早北部 日浦　奈々緒

神奈川県相模原市 清新 江澤　賢幸 富山県富山市 奥田 伊藤　聡哉

新潟県柏崎市 柏崎 宮山　侑真 　 福井県福井市 福井大附属 佐々木　恭大

滋賀県甲賀市 貴生川 小澤　璃久 　 山梨県甲府市 玉諸 輿石　清香

滋賀県甲賀市 貴生川 野間　朱莉 　 山梨県甲府市 千塚 小宮山　煌大

滋賀県草津市 笠縫東 松川　真翔 　 山梨県甲府市 相川 坂野　ゆめ

滋賀県草津市 老上 古川　結梨 　 静岡県沼津市 加藤学園暁秀 吉塚　心海

兵庫県神戸市 乙木 原田　真結 　 山口県下松市 下松 須郷　颯太

兵庫県神戸市 御影北 永田　芽生 　 山口県下松市 中村 有吉　琴音

兵庫県神戸市 御影北 濱本　楓 　 愛媛県西宇和郡伊方町 大久 村上　真暖

山口県周南市 勝間 橋本　蓮 　 愛媛県八幡浜市 喜須来 坂本　悠奉

山口県周南市 勝間 渡邊　瑠巴 　 福岡県福岡市 元岡 石川　凛空

長崎県長崎市 長崎大附属 北﨑　健太郎 　 鹿児島県いちき串木野市 神村学園 眞島　耕太郎

　

2年 青森県上北郡六ヶ所村 尾駮 髙田　煌士郎 5年 青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 沼尾　幸祐

青森県青森市 沖館 大和　虹登 　 青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 中村　銀乃

青森県青森市 浜館 太田　さやか 　 青森県八戸市 湊 妻神　洸輝

青森県青森市 油川 津島　青葉 　 青森県平川市 竹館 相馬　日南

青森県八戸市 鮫 木村　美咲 　 福島県会津若松市 城西 荒池　乙葉

青森県八戸市 明治 髙橋　永遠 　 福島県会津若松市 城西 飯塚　塁士

福島県本宮市 本宮まゆみ 中野　綾真 　 福島県本宮市 糠沢 太田　桃花

東京都小平市 東京創価 原田　貴仁 　 埼玉県さいたま市 海老沼 稲垣　喜一

富山県富山市 大久保 佐々木　蛍瑠 　 埼玉県川口市 青木中央 宗高　萌絵子

岐阜県羽島市 中央 棚橋　美月 　 東京都小平市 東京創価 松村　香里

愛知県岡崎市 梅園 本田　咲莉 　 東京都杉並区 桃井第三 植中　慎之介

滋賀県草津市 笠縫東 下雅意　駿 　 富山県下新川郡入善町 入善 大菅　真央

奈良県香芝市 鎌田 渡邊　拓 　 富山県富山市 奥田 加賀度　長虎

山口県下松市 花岡 矢野　麻里衣 　 兵庫県神戸市 東舞子 齋藤　綾乃

山口県下松市 久保 佐伯　隼一 　 島根県江津市 渡津 永井　心晴

山口県周南市 勝間 武田　紫野 　 愛媛県西宇和郡伊方町 三机 上田　慎治

徳島県阿波市 大俣 森浦　麻央 　 愛媛県西予市 土居 戸田　洸矢

徳島県美馬市 江原南 廣川　源 　 愛媛県大洲市 大洲 藤岡　未希

愛媛県大洲市 菅田 藤井　麗姫 　 長崎県長崎市 長崎大附属 川上　結万

大分県大分市 松岡 宮地　奏音 　 熊本県熊本市 出水南 西町　咲来

　

3年 青森県十和田市 深持 中野渡　竜牙 6年 青森県八戸市 江陽 工藤　遥菜

青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 山田　結子 　 青森県八戸市 城北 佐藤　百樺

青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 小松　留奈 　 青森県八戸市 西園 東山　愛依

青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 梅本　莉久 　 青森県平川市 平賀東 大川　珠苑

青森県上北郡東北町 蛯沢 蛯名　歩稀 岩手県盛岡市 米内 及川　愛衣子

青森県八戸市 青潮 瀬川　雪乃 　 福島県会津若松市 城西 荒池　由馬

青森県八戸市 日計ヶ丘 鎌田　周杜 　 群馬県前橋市 時沢 早部　光亮

青森県八戸市 湊 清水　綾人 　 埼玉県春日部市 豊春 服部　結依香

秋田県大館市 長木 中村　愛 　 埼玉県川口市 青木中央 吉原　楓

福島県会津若松市 荒舘 秋山　裕綺 　 岐阜県揖斐郡揖斐川町 大和 宗宮　奈津希

福島県本宮市 本宮まゆみ 鈴木　悠陽 　 静岡県沼津市 開北 遠藤　紗映

栃木県宇都宮市 泉が丘 門馬　紬 　 滋賀県草津市 笠縫東 山田　遼介

埼玉県川口市 原町 畠山　莉奈 　 大阪府大阪市 晴明丘 宇都本　結香

千葉県佐倉市 千代田 高見　夏生 　 大阪府大阪市 晴明丘 大森　悠未

大阪府豊中市 刀根山小学校 石川　永理 　 山口県下松市 下松 半田　貴浩

神奈川県相模原市 大島 中田　雪翔 　 愛媛県四国中央市 関川 佐古　ひかり

兵庫県神戸市 御影北 岡田　悠雅 　 愛媛県西宇和郡伊方町 九町 髙野　羽以

兵庫県神戸市 東舞子 由良　雪葉 　 愛媛県八幡浜市 喜須来 井関　竜太郎

広島県福山市 英数学館 岡田　直生 　 福岡県小郡市 麻生学園 吉武　沙良

沖縄県那覇市 小禄 仲里　美音 　 沖縄県国頭郡本部町 本部 知念　未歩

　

（注） 長崎大附属 → 長崎大学教育学部附属小学校
福井大附属 → 福井大学教育地域科学部附属小学校
神村学園 → 神村学園初等部
加藤学園暁秀 → 加藤学園暁秀初等学校


