
〔第５４回〕　図画部門財団奨励賞入賞者 平成30年2月1日

学年 所在地 小学校名 氏　名 学年 所在地 小学校名 氏　名

1年 青森県青森市 金沢 菅原　央詩 4年 青森県三沢市 木崎野 木津　みなみ

青森県青森市 金沢 木村　明日羽 　 青森県八戸市 中居林 植森　陽菜乃

青森県八戸市 鮫 奥瀬　龍弥 　 福島県伊達郡川俣町 富田 菊地　奏音

福島県会津若松市 松長 小沼　春葵 　 福島県会津若松市 湊 小橧山　颯菜

東京都板橋区 向原 大野　巧史 　 福島県本宮市 本宮まゆみ 佐々木　野々花

神奈川県相模原市 双葉 今井　駿之介 　 栃木県宇都宮市 横川東 仁平　夢飛

神奈川県相模原市 田名 渡辺　遼 　 埼玉県川口市 原町 西川　遙希

富山県中新川郡上市町 宮川 講神　志帆 　 神奈川県相模原市 鶴の台 山本　千博

静岡県富士市 天間 堀川　悠斗 富山県富山市 蜷川 山田　峻輔

大阪府大阪市 晴明丘 戸田　涼香 　 福井県福井市 宝永 中山　ミチル

大阪府大阪市 晴明丘 森本　翔真 　 山梨県甲府市 山城 関田　涼音

大阪府豊中市 少路 髙畑　美結 　 愛知県刈谷市 小高原 工藤　こゆり

奈良県香芝市 鎌田 鎌田　泰成 滋賀県草津市 笠縫東 三嶋　子桃

広島県広島市 瀬野 大川　尚彰 　 滋賀県草津市 笠縫東 小林　遼汰

広島県廿日市市 宮園 執行　悠太 　 兵庫県神戸市 東舞子 佐々木　優薫

山口県周南市 富田西 中嶋　克仁 　 岡山県岡山市 政田 渡辺　真石

愛媛県伊予郡松前町 北伊予 渡部　杏 　 山口県周南市 富田西 山本　大雅

愛媛県伊予市 伊予 早瀬　蓮介 　 長崎県長崎市 戸石 永田　まりな

愛媛県大洲市 新谷 藤田　夏美 　 長崎県長崎市 長崎大附属 岩佐　祐希

鹿児島県いちき串木野市 神村学園初等部 若松　士高 　 大分県大分市 松岡 宮地　奏音

   　    

　

2年 宮城県気仙沼市 小泉 小野寺　美空 5年 青森県上北郡おいらせ町 木ノ下 松本　優月

福島県会津若松市 湊 大関　玲那 　 青森県上北郡六ヶ所村 尾駮 近藤　葵

福島県郡山市 桜 荒川　涼真 　 青森県八戸市 城下 中道　優亜

栃木県宇都宮市 城東 篠原　宗介 　 福島県会津若松市 会津若松ザベリオ学園 新城　彩莉茉

栃木県河内郡上三川町 上三川 鈴木　沙良 　 福島県会津若松市 松長 菅野　美菜実

埼玉県さいたま市 辻 冨永　幸那 　 埼玉県川口市 原町 畠山　莉奈

埼玉県行田市 埼玉 山口　輝 　 神奈川県相模原市 新宿 木津　来未

千葉県印旛郡栄町 竜角寺台 竹畑　麻衣 　 新潟県長岡市 四郎丸 吉田　翼

新潟県魚沼市 堀之内 渡部　杏璃 　 富山県高岡市 博労 松本　悠佑

富山県富山市 五福 角澤　真穂 　 富山県富山市 宮野 松木　大翔

富山県富山市 池多 林　壱咲 　 福井県福井市 日之出 嶋田　夏実

富山県富山市 蜷川 嶋作　烈心 　 愛知県蒲郡市 中央 松原　由依

岐阜県揖斐郡池田町 八幡 田中　虹歩 　 滋賀県草津市 笠縫東 阪口　勇貴

滋賀県草津市 笠縫東 下坂　歩己 　 岡山県岡山市 政田 秋山　桜姫

滋賀県草津市 笠縫東 五藤　陽斗 　 山口県下松市 中村 山路　小喜

滋賀県大津市 青山 村田　帆乃香 　 愛媛県西宇和郡伊方町 伊方 池田　翔哉

兵庫県三木市 三樹 飯塚　皇成 　 愛媛県西宇和郡伊方町 三机 岩井　愛華

愛媛県伊予郡松前町 北伊予 久保　依愛 　 愛媛県西宇和郡伊方町 三崎 石本　陽菜

愛媛県八幡浜市 宮内 藤井　詩月 　 愛媛県西宇和郡伊方町 三崎 中村　つかさ

鹿児島県いちき串木野市 神村学園初等部 立山　智仁 　 愛媛県西予市 野村 三井　咲穂

　

3年 青森県上北郡野辺地町 若葉 渡辺　七海 6年 青森県三沢市 木崎野 中川原　秀都

青森県八戸市 小中野 奥寺　雪翔 　 青森県三沢市 木崎野 坪　和奏

青森県八戸市 八戸 海老子　大斗 　 青森県八戸市 西園 榊　薫子

栃木県河内郡上三川町 上三川 齋藤　優菜 　 宮城県柴田郡大河原町 大河原 齋藤　由真

群馬県前橋市 元総社北 刀祢　慎之介 福島県会津若松市 東山 瓜生　朋花

千葉県柏市 風早北部 小川　楢経 　 茨城県水戸市 双葉台 大内　さくら

東京都小平市 東京創価 岡田　美加 　 栃木県下野市 祇園 松山　禮至

富山県下新川郡入善町 飯野 広瀬　宗介 　 千葉県四街道市 栗山 寺田　かのん

富山県富山市 奥田 坂木　流希亜 　 福井県福井市 福井大附属 粟田　和実

静岡県富士市 天間 佐野　那奈実 　 愛知県刈谷市 小高原 水野　由理

滋賀県草津市 笠縫東 大川　茉優 　 滋賀県草津市 笠縫東 寺田　陽香

大阪府堺市 五箇荘 三戸　心路 　 滋賀県草津市 笠縫東 青木　博俊

兵庫県宝塚市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西学院初等部 中西　瀬里花 　 滋賀県草津市 笠縫東 矢ノ川　陽

広島県広島市 瀬野 丸茂　綾花 奈良県宇陀市 榛原 河井　柚希

山口県周南市 富田西 藤谷　渉 　 広島県安芸郡府中町 府中中央 川野　伶恩

山口県周南市 富田西 髙橋　琉衣果 　 山口県下松市 下松 長尾　優里佳

愛媛県大洲市 平野 菊池　訊 　 徳島県鳴門市 第一 林　竜矢

愛媛県八幡浜市 喜須来 久保　幸翔 　 愛媛県八幡浜市 喜須来 石川　凜汰郎

長崎県長崎市 戸石 林　珠喜 　 愛媛県八幡浜市 喜須来 田中　陽光

長崎県長崎市 長崎大附属 中村　咲輝 　 沖縄県島尻郡南風原町 津嘉山 金城　星

   　    

　

（注） ザベリオ学園 → 会津若松ザベリオ学園小学校
福井大附属 → 福井大学教育学部附属義務教育学校前期課程
長崎大附属 → 長崎大学教育学部附属小学校


