
NO. 賞　　名 氏　　　名 学　　校　　名 学年 作　　　品　　　名

1 最優秀賞 奥村　奏太 福野中学校 1年 夏　空

2 優秀賞 福岡　亮雅 福野小学校 6年 夏の友達

3 優秀賞 堀田　琉湊 出町小学校 3年 すずめの親子

4 優良賞 松井　咲綺 福光中部小学校 6年 木のテントで ひと休み

5 優良賞 作農　有斗 福野中学校 2年 咲き誇る はすの花

6 優良賞 鶴居　成美 福野中学校 2年 なんとで噴火発生！

7 優良賞 杉村　亮成 出町小学校 3年 アゲハの大名行列

8 優良賞 寺井　菜優乃 砺波南部小学校 4年 ひまわりの せのび

9 優良賞 魚　絢音 砺波東部小学校 4年 アズマダチと赤い夕日

10 ミュージアム賞 鷹西　晴大 福野中学校 3年 天たかく

11 ミュージアム賞 堀田　綾 砺波東部小学校 4年 花から こぼれる水

12 ミュージアム賞 藤原　琴理 福野中学校 3年 自然の生き物

13 ミュージアム賞 坂本　琴美 庄東小学校 5年 キジ 散歩

14 ミュージアム賞 宮島　功至 出町小学校 4年 水車と弟

15 ミュージアム賞 小谷内　大晴 砺波東部小学校 1年 は　な

16 ミュージアム賞 山崎　心遙 庄東小学校 2年 夏の空

17 ミュージアム賞 髙桑　颯太 砺波東部小学校 2年 はっけよい、のこった

18 ミュージアム賞 満保　穂稀 庄東小学校 2年 むかしの小学校

19 ミュージアム賞 久恵　颯太 福野中学校 1年 散居村へ向かって

20 ミュージアム賞 萩原　騎斗 鷹栖小学校 2年 ぼくたちの ししまい

21 ミュージアム賞 稲邑　佳穂 出町小学校 3年 光をあびて すくすく そだて

22 ミュージアム賞 城宝　陽菜子 福野中学校 2年 さといもトンネル

23 ミュージアム賞 水野　舞花 砺波東部小学校 4年 ふしぎな花とチョウ

24 ミュージアム賞 吉水　保乃華 庄東小学校 6年 夕方　西の空

25 ミュージアム賞 豊川　凜翔 砺波南部小学校 4年 ぶどうジュースいただきます。

26 ミュージアム賞 山瀬　葵 福野中学校 2年 田んぼ見守る君

27 ミュージアム賞 石崎　千聖 砺波東部小学校 2年 大好きなチューリップ公園

28 ミュージアム賞 近藤　真桜 砺波東部小学校 6年 いわなとの しんけん勝負 !!

29 ミュージアム賞 齊藤　彩夏 福野中学校 3年 入道雲
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30 入選 長田　諒 福野小学校 1年 明日も天気かな？

31 入選 嶋田　千優 福野小学校 1年 げんきな すいしゃ

32 入選 長田　勝幸 福野小学校 3年 今日も がんばろう !!

33 入選 桶谷　ひな 福野小学校 3年 三色の虹

34 入選 酒井　雄都 福野小学校 3年 夏の赤い雲

35 入選 大門　未宙 福野小学校 3年 大好き！南砺市

36 入選 古瀬　くるみ 福野小学校 3年 かんじょうじからの ながめ

37 入選 嶋　一希 福野小学校 4年 散居村

38 入選 河内　健宏 福野小学校 4年 かたつむりにむかっていくカエルとその反対方向をむくセミのぬけがら

39 入選 宝　航希 福野小学校 5年 ある日の夕方

40 入選 関村　俊佑 福野小学校 6年 ゴンドラのむこうに散居村

41 入選 正木　海聖 福野小学校 6年 神　社

42 入選 山田　悠未 福光東部小学校 4年 みつが大すき はちさんブンブン

43 入選 中澤　和也 福光東部小学校 5年 つぶらな ひとみで「はじめまして」

44 入選 盛田　葵生 城端小学校 5年 ふみちゃんの はたけ

45 入選 前川　奈緒 井口小学校 3年 元気いっぱいの花

46 入選 山下　桃代 上平小学校 1年 じてんしゃ さいこう !!

47 入選 東山　こゆき 上平小学校 1年 きのみみたいな なつのはな

48 入選 酒井　弥優 上平小学校 1年 ひまわり いっぱい

49 入選 藤田　大智 上平小学校 2年 しぜんの中の平橋

50 入選 藤井　優星 上平小学校 2年 緑だらけの きれいな山

51 入選 谷　亜伊斗 上平小学校 2年 あめなのに にじ

52 入選 酒井　陽介 上平小学校 2年 雨上がりの あさがお

53 入選 宮﨑　大輔 上平小学校 3年 ぼくたちの世界遺産

54 入選 中村　柊太 上平小学校 3年 光の当たる山

55 入選 酒井　弥禄 上平小学校 3年 明日も晴れるかな

56 入選 山下　裕太郎 上平小学校 4年 山水きもちいー !!!

57 入選 北野　堪大 上平小学校 4年 日かげに さく花

58 入選 髙田　暁日 上平小学校 5年 雨上がり

59 入選 坂本　絆斗 上平小学校 5年 夕焼けの電車

60 入選 山本　夏帆 上平小学校 6年 この池 気持ちいいな !!

61 入選 羽馬　蒼真 上平小学校 6年 朝日を浴びて

62 入選 中村　碧依 上平小学校 6年 さわやかな朝の庄川
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63 入選 井並　愛心 上平小学校 6年 さぁ 帰ろう

64 入選 峠　陽貴 福光中部小学校 1年 チューリップタワー！

65 入選 本居　篤來 福光中部小学校 1年 刀　利

66 入選 石田　健人 福光中部小学校 1年 けむり山

67 入選 中田　湧翔 福光中部小学校 1年 いわな とるぞぉ

68 入選 安田　実継 福光中部小学校 2年 カエルじゃくし

69 入選 松井　佑晟 福光中部小学校 2年 トトロが かくれんぼ

70 入選 湯浅　光 福光中部小学校 2年 せみの木のぼり

71 入選 江尻　朱花 福光中部小学校 2年 ぎんなんの木に「しか」だ！

72 入選 大川　蒼奈 福光中部小学校 2年 かにぐも

73 入選 石本　愛実 福光中部小学校 2年 ヒマワリ 大すき！

74 入選 山田　瑞晴 福光中部小学校 2年 うつくしいピンクのバラ

75 入選 武田　歩 福光中部小学校 2年 晴れた日の散居村

76 入選 片岸　希衣 福光中部小学校 2年 生まれる いのち、なくなる いのち

77 入選 岡田　紬希 福光中部小学校 3年 ひまわり いっぱい

78 入選 山崎　陽加 福光中部小学校 3年 きょ大なザリガニあらわる

79 入選 中田　心奏 福光中部小学校 3年 ちゅうせん まだ～

80 入選 杉本　一真 福光中部小学校 3年 もうすぐで たびだつぞ

81 入選 村上　樟悟 福光中部小学校 3年 夏の夕やけ

82 入選 大島　健太郎 福光中部小学校 4年 夏の日の散居村

83 入選 道海　爽実 福光中部小学校 4年 ひまわりのように大きくなれ

84 入選 菊地　愛 福光中部小学校 4年 太陽を見上げるヒマワリたち

85 入選 中村　彩乃 福光中部小学校 4年 世界に一つの夜景

86 入選 石崎　孜 福光中部小学校 4年 ひまわりと散居村

87 入選 石田　聖奈 福光中部小学校 4年 美しい たき

88 入選 石本　大起 福光中部小学校 4年 ハイ！チーズ！

89 入選 石原　健司 福光中部小学校 5年 南砺市の眺め

90 入選 五天　結子 福光中部小学校 5年 町の星

91 入選 中田　心瑠 福光中部小学校 5年 三色の空

92 入選 遊部　皓太郎 福光中部小学校 5年 みなさん　さようなら

93 入選 星野　夢玖 福光中部小学校 5年 夕ぐれの稲

94 入選 主山　舞 福光中部小学校 5年 庭に来た お客さん

95 入選 中段　晴生 福光中部小学校 5年 ひまわりと雲の背くらべ
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96 入選 棚田　幹祐 福光中部小学校 5年 桑山の夕やけ

97 入選 岡田　純弥 福光中部小学校 5年 ひまわり すくすく

98 入選 宮丸　大 福光中部小学校 6年 ひまわりと夏の空

99 入選 西岡　里紗 福光中部小学校 6年 自然が生みだした世界

100 入選 柄崎　楓芽 福光中部小学校 6年 栗

101 入選 小路　穂香 福光中部小学校 6年 アローザから

102 入選 大川　紗楽 福光中部小学校 6年 竹と田んぼと空

103 入選 安居　沙織 福光中部小学校 6年 雨つゆ

104 入選 大谷　吉乃 井波小学校 1年 わたしは どこでしょう？

105 入選 大谷　日葉里 井波小学校 4年 青空を泳ぐ雲

106 入選 あらき　りくや 井波小学校 4年 ベルモンタ

107 入選 前川　義博 井波小学校 4年 八日町の朝

108 入選 長谷川　結子 井波小学校 4年 田んぼと夕やけ

109 入選 松川　楓 井波小学校 5年 あしたは晴れるかな

110 入選 餅田　健太 井波小学校 6年 犬の もも

111 入選 荒井　琢真 平中学校 2年 なんだ これはっ !?

112 入選 得地　彩花 吉江中学校 1年 せみの抜け殻たち

113 入選 柴田　光里 福野中学校 1年 緑がいっぱい きれいな川

114 入選 桶谷　まつり 福野中学校 1年 大きな人形

115 入選 山本　一輝 福野中学校 1年 川と散居村

116 入選 宮本　侑典 福野中学校 1年 散居村と水

117 入選 鈴木　康生 福野中学校 1年 夏の夕暮

118 入選 田中　慎之助 福野中学校 1年 水と さん居村

119 入選 森松　香帆 福野中学校 1年 涼しい風景

120 入選 中道　裕平 福野中学校 1年 田んぼぞいの川

121 入選 池田　光里 福野中学校 1年 となみ野の風景

122 入選 斉藤　隆翔 福野中学校 1年 緑あふれる山田川

123 入選 浦井　美咲 福野中学校 1年 屋根まで あと ちょっと

124 入選 堀池　拓夢 福野中学校 1年 水辺の風景

125 入選 寺嶋　響 福野中学校 1年 日の当たる川

126 入選 竹内　玲奈 福野中学校 1年 夫婦滝

127 入選 川崎　快璃 福野中学校 1年 町の中

128 入選 田丸　千晴 福野中学校 1年 たんぼに うつる逆さ空

129 入選 武部　祐毅 福野中学校 1年 夕暮れに輝く川

130 入選 六反　祐志 福野中学校 1年 山と田んぼを かけぬける電車

131 入選 村江　陸人 福野中学校 1年 水田の中の散居村

132 入選 寺嶋　奏 福野中学校 1年 黄色の花畑
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133 入選 古瀬　充 福野中学校 1年 稲刈り前の田んぼ

134 入選 吉野　愛 福野中学校 1年 すきとおる水が流れる川

135 入選 西野　倭人 福野中学校 2年 たんぼ

136 入選 笹原　陽菜子 福野中学校 2年 豊かな ふるさと

137 入選 菅原　大晴 福野中学校 2年 宇宙から見たような雲

138 入選 岡本　虎太郎 福野中学校 2年 二本の虹

139 入選 橋爪　千聖 福野中学校 2年 花

140 入選 南　翔大 福野中学校 2年 オレンジ

141 入選 大岡　那奈 福野中学校 2年 夏

142 入選 南　雄大 福野中学校 2年 黄色の花

143 入選 石塚　愛理 福野中学校 2年 空

144 入選 石野　温菜 福野中学校 2年 カントリーブリッジ

145 入選 川岸　倖大 福野中学校 2年 水辺のトンボ

146 入選 窪　なづ奈 福野中学校 2年 散居村

147 入選 宍戸　咲 福野中学校 2年 たんぼ

148 入選 黒沢　亜弥香 福野中学校 2年 緑と川と空

149 入選 児玉　菜々美 福野中学校 2年 緑の山々

150 入選 上見　颯太 福野中学校 2年 散居村と水田

151 入選 西能　玄 福野中学校 2年 広がる田んぼ

152 入選 佐波　涼太朗 福野中学校 2年 となみ野風景

153 入選 西井　銀河 福野中学校 2年 散居村と水

154 入選 丹羽　高規 福野中学校 2年 散居村と つながる川

155 入選 山口　京太郎 福野中学校 2年 真夏の自然

156 入選 久保　恭平 福野中学校 2年 水田に写る散居村

157 入選 安田　裕翔 福野中学校 2年 池

158 入選 百澤　真心 福野中学校 2年 割りばしの橋

159 入選 高田　明昌 福野中学校 2年 散居村と水

160 入選 西村　悠花 福野中学校 2年 家の周辺

161 入選 村江　里菜 福野中学校 2年 秋空と屋敷林

162 入選 池田　結衣 福野中学校 2年 緑豊かな散居村

163 入選 高田　峻輔 福野中学校 2年 田んぼ

164 入選 吉川　凌雅 福野中学校 2年 稲穂に うつる巨大な ぼくら

165 入選 往蔵　悠太 福野中学校 2年 夕方の空

166 入選 一本嶋　紗菜 福野中学校 2年 散居村と川

167 入選 木下　遥日 福野中学校 2年 近所の川

168 入選 河内　琢真 福野中学校 2年 夕日と田園

169 入選 別所　佳祐 福野中学校 2年 やっと晴れた

170 入選 梧桐　葵 福野中学校 2年 散居村

171 入選 原　陽向 福野中学校 2年 こんにちは

172 入選 梶井　琉生 福野中学校 2年 たんぼ

5



NO. 賞　　名 氏　　　名 学　　校　　名 学年 作　　　品　　　名

173 入選 大橋　美和 福野中学校 2年 太陽の光で輝く川

174 入選 今井　悠翔 福野中学校 2年 飛び立つ姿

175 入選 五反　元大 福野中学校 2年 小さな川

176 入選 冨士野　雪風 福野中学校 3年 無　題

177 入選 澤田　岳翔 福野中学校 3年 元気に育つ夏トマト

178 入選 坂原　陸斗 福野中学校 3年 散居村と青空

179 入選 𠮷田　涼馬 福野中学校 3年 散居村と水

180 入選 田中　優香 福野中学校 3年 南砺の散居村

181 入選 金田　滉平 福野中学校 3年 虹の かかる夕日

182 入選 宝　亮大 福野中学校 3年 いつもの景色

183 入選 大浦　菜緒香 福野中学校 3年 さみしいベンチ

184 入選 谷村　悠仁 福野中学校 3年 南砺市の景色

185 入選 河除　一徹 福野中学校 3年 深い青天井

186 入選 沼田　竜輝 福野中学校 3年 青い花

187 入選 高田　隼 福野中学校 3年 となみ野の朝

188 入選 鷹屋　蘭 福野中学校 3年 雨あがり

189 入選 大窪　春己 福野中学校 3年 緑豊かな街の色

190 入選 阪本　楓翔 福野中学校 3年 僕たちの安全地帯

191 入選 金谷　祐輝 福野中学校 3年 高速道路からの景色

192 入選 福島　美月 福野中学校 3年 庄川と散居村

193 入選 堀　真 福野中学校 3年 夏の お米ちゃん

194 入選 砂土居　資貴 福野中学校 3年 グミの木

195 入選 下田　大雅 福野中学校 3年 田と家

196 入選 清水　建吾 福野中学校 3年 きのこ

197 入選 山岸　華夏 福野中学校 3年 ゆうやけ

198 入選 前﨑　瑞歩 福野中学校 3年 青い空と私たちの町

199 入選 浅野　智仁 福野中学校 3年 何気ない日の夕日

200 入選 嶋田　梨沙 福野中学校 3年 夕やけの空と うろこ雲

201 入選 酒谷　駿大 福野中学校 3年 夏の川

202 入選 片山　祐登 福野中学校 3年 夏の せせらぎ

203 入選 布袋　志歩 福野中学校 3年 稲と青空

204 入選 佐々木　寛樹 福野中学校 3年 出　発

205 入選 橋爪　澪羅 福野中学校 3年 いつもの道　ちがう風景

206 入選 北川　真衣 福野中学校 3年 一方通行

207 入選 安達　あん珠 福野中学校 3年 今が旬 !! 新鮮

208 入選 山崎　れいな 福野中学校 3年 朝　日

209 入選 山口　晴世 福野中学校 3年 お盆の花

210 入選 石井　安莉奈 福野中学校 3年 散居村

211 入選 高野　凌 福野中学校 3年 朝

212 入選 朝山　祐佳 福野中学校 3年 夕暮れ
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213 入選 安谷　圭悟 福野中学校 3年 散居村と水

214 入選 室　匠 福野中学校 3年 南砺の夕焼け

215 入選 吉野　莉咲 福野中学校 3年 青い空・山・川

216 入選 河合　達見 福野中学校 3年 青林檎

217 入選 高田　愛 福野中学校 3年 散居村

218 入選 南部　陽向 福野中学校 3年 僕の住む町

219 入選 堀　智哉 福野中学校 3年 フラワーロード

220 入選 神林　大和 福野中学校 3年 豊かな自然
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