
〔第５３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 木ノ下 えのきばやし　こはる 4年 青森県八戸市 旭ヶ丘 中村　寛太

青森県上北郡東北町 小川原 浜田　莉空 　 青森県八戸市 根城 志賀　夢輝

福島県会津若松市 東山 廣野　結音 　 青森県八戸市 白銀南 金田一　啓吾

福島県本宮市 本宮まゆみ 斎藤　暖斗 　 青森県八戸市 白山台 松橋　明衣

栃木県宇都宮市 城東 中村　瑠 　 茨城県水戸市 双葉台 谷島　広佑

栃木県宇都宮市 峰 皮地　咲良 　 栃木県宇都宮市 横川東 野村　麻琴

千葉県成田市 神宮寺 福知　颯雅 　 栃木県下野市 衹園 齊藤　茉佑香

千葉県船橋市 高郷 長坂　悠生 　 埼玉県川口市 戸塚綾瀬 向明戸　萌衣

神奈川県相模原市 双葉 アラハム・イシャス 東京都小平市 東京創価 山本　伸代

富山県富山市 寒江 大坂　元 　 神奈川県相模原市 新宿 木津　来未

富山県富山市 桜谷 浅井　翔太 　 富山県高岡市 南条 中野　瑛太

愛知県岡崎市 梅園 加納　愛子 　 福井県福井市 日之出 瀧波　快生

滋賀県大津市 南郷 土森　紗恵子 　 愛知県刈谷市 小高原 若林　旺雅

大阪府大阪市 晴明丘 平岡　木花 　 滋賀県草津市 笠縫東 岡本　ひな

広島県東広島市 平岩 米田　十和 　 滋賀県草津市 笠縫東 松本　悠愛

山口県下松市 下松 淺海　友理奈 　 大阪府豊中市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東豊中 井上　すみれ

山口県周南市 勝間 中尾　琴子 　 兵庫県神戸市 東舞子 原田　楓生

愛媛県西宇和郡伊方町 三崎 山下　昂哉 　 広島県東広島市 高屋西 濱本　いろは

愛媛県大洲市 新谷 宮元　建司郎 　 徳島県徳島市 徳島文理 酒井　崇多

熊本県熊本市 出水南 奥村　隆成 　 愛媛県八幡浜市 宮内 岡田　佳乃

　

2年 青森県上北郡東北町 蛯沢 佐藤　凱斗 5年 青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 橋本　樹

青森県上北郡東北町 蛯沢 蛯澤　一真 　 青森県八戸市 白銀南 小田　有紗

青森県青森市 横内 髙坂　暖乃 　 福島県会津若松市 東山 渡辺　隼太朗

青森県青森市 新城 佐藤　苺衣 　 茨城県水戸市 吉沢 渡邊　千滉

福島県喜多方市 駒形 田中　聖夏 　 栃木県宇都宮市 泉が丘 花田　透子

福島県福島市 青木 伊藤　嘉章 　 栃木県河内郡上三川町 上三川 小島　匠樹

岐阜県養老郡養老町 日吉 木村　紅葉 　 埼玉県さいたま市 与野西北 佐々木　陽彩

静岡県浜松市 都田南 樋口　ゆい菜 　 千葉県柏市 風早北部 杉山　舞桜

愛知県岡崎市 井田 矢野　姫愛 　 千葉県柏市 風早北部 風間　そら

滋賀県甲賀市 貴生川 樋髙　未徠 　 富山県下新川郡入善町 入善 青木　楓佳

滋賀県甲賀市 貴生川 野間　朱莉 　 富山県富山市 奥田 本田　かのん

滋賀県草津市 笠縫東 山口　美織 　 岐阜県安八郡安八町 結 犬飼　大和

兵庫県神戸市 御影北 濱本　楓 　 愛知県岡崎市 連尺 長坂　果奈

兵庫県神戸市 マリスト国際 バシン　アーディティ 愛知県刈谷市 小高原 水野　由理

山口県下松市 下松 川野　祐希 　 滋賀県草津市 老上西 井上　璃久

山口県岩国市 そお 松中　空準 　 大阪府大阪市 晴明丘 江崎　真菜美

山口県周南市 福川 山本　結愛 　 兵庫県神戸市 東舞子 今井　丈瑠

徳島県阿南市 羽ノ浦 福長　輝也 　 徳島県鳴門市 第一 植松　倖奈

徳島県徳島市 徳島文理 加々美　真也 　 愛媛県伊予郡松前町 北伊予 早瀨　陸翔

佐賀県唐津市 浜崎 槌野　びわ 　 愛媛県八幡浜市 喜須来 楠本　要汰

　

3年 青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 柳沢　優哉 6年 青森県青森市 浜館 工藤　萌恵

青森県上北郡六ヶ所村 千歳平 橋本　愛央 　 福島県会津若松市 ザベリオ学園 渡部　想

青森県八戸市 青潮 木村　厘友 　 茨城県笠間市 岩間第三 吉沼　柚香

青森県八戸市 白鷗 船渡　蓮 　 茨城県笠間市 岩間第三 小堀　綾花

福島県会津若松市 城南 岡村　素初 栃木県下野市 衹園 青木　咲樹

福島県郡山市 桜 國分　咲弥香 　 埼玉県さいたま市 与野西北 山田　桜生

茨城県筑西市 下館 手塚　彩歩 　 神奈川県相模原市 双葉 古口　ことえ

新潟県魚沼市 堀之内 林　悠生 　 愛知県岡崎市 連尺 黒川　愛嘉

新潟県小千谷市 和泉 岡村　かん太 　 滋賀県草津市 笠縫東 大屋　和翔

富山県高岡市 古府 谷内　彩乃 　 京都府宇治市 御蔵山 坂井　政範

三重県三重郡川越町 川越南 研屋　咲実 　 山口県下松市 下松 松浦　真依

滋賀県草津市 笠縫東 中谷　百花 　 山口県下松市 下松 矢野　柚花

大阪府大阪市 晴明丘 前田　柑奈 　 山口県周南市 富田西 笠原　匠翔

大阪府堺市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大仙 塚田　清菜 　 愛媛県西宇和郡伊方町 三崎 田中　颯

山口県周南市 富田西 坂田　百音 　 愛媛県大洲市 新谷 廣藤　咲来

山口県周南市 富田西 薮下　裕乃 　 愛媛県大洲市 大洲 米澤　愛海

愛媛県西宇和郡伊方町 三机 亀井　遥人 　 愛媛県大洲市 大洲 渕川　花夏

愛媛県大洲市 大洲 菊地　はのゆ 　 愛媛県八幡浜市 白浜 稲田　桃彩

愛媛県八幡浜市 宮内 篠崎　蓮 　 福岡県北九州市 泉台 伊藤　凜音

熊本県熊本市 出水南 片山　喬太 　 熊本県熊本市 出水南 近藤　那々

　

（注） ザベリオ学園 → 会津若松ザベリオ学園小学校
マリスト国際 → マリスト国際学校


