
第2回小学生絵画コンクール　入賞者名簿

学年 学校名 児童名 学年 学校名 児童名 学年 学校名 児童名

富山市立山室中部小学校 山下　絢葉 立山町立利田小学校 池田　杏 入善町立飯野小学校 道又　菜々子

富山市立堀川小学校 永井　大晴 上市町立上市中央小学校 菅田　海里 朝日町立あさひ野小学校 清水　豊

富山市立呉羽小学校 森　陽菜 富山市立八尾小学校 牧野　みなみ 立山町立利田小学校 林　幸輝

富山市立呉羽小学校 黒川　和心 富山市立鵜坂小学校 水越　朝咲日 富山市立鵜坂小学校 木下　悠晴

富山市立山室小学校 飛彈野　蓮　 射水市立太閤山小学校 北荘　葵 富山市立八尾小学校 村上　蓮奈

富山市立芝園小学校 河西　紬希 射水市立大門小学校 吉田　和生 富山市立倉垣小学校 水上　瑛翔

高岡市立五位小学校 片山　陽稀 高岡市立戸出西部小学校 向井　優成 富山市立山室小学校 針木　琴音

高岡市立下関小学校 吉岡　天来 高岡市立下関小学校 岩木　大雅 射水市立太閤山小学校 太田　結翔

高岡市立下関小学校 道古　陽俊 南砺市立城端小学校 宮塚　心都 射水市立作道小学校 明　大惺

立山町立利田小学校 森　秋仁 南砺市立城端小学校 村上　杏 高岡市立野村小学校 二山　聡介

魚津市立経田小学校 岩崎　廉 魚津市立経田小学校 本田　一瑳 魚津市立道下小学校 村上　迦音

滑川市立田中小学校 柏原　優真 上市町立白萩西部小学校 藤田　柊詩 魚津市立よつば小学校 宮﨑　璃紗

立山町立中央小学校 佐伯　光祐 高岡市立下関小学校 中瀬　つむぎ 滑川市立東部小学校 三井　翔太

富山市立鵜坂小学校 杉林　直紀 富山市立蜷川小学校 下田　智康 富山市立新保小学校 福光　杏慈

富山市立芝園小学校 高林　航大 高岡市立五位小学校 米澤　心陽 富山市立堀川小学校 田中　菜都美

富山市立芝園小学校 前田　栞里 射水市立大島小学校 唐木　健人 富山市立大沢野小学校 内山　真夏斗

富山市立堀川小学校 飛田　咲奈 南砺市立城端小学校 安達　希子 高岡市立野村小学校 林　ゆいな

富山市立東部小学校 萱原　圭 私立片山学園初等科 江端　大翔 高岡市立野村小学校 瀧澤　葵

射水市立大島小学校 島田　紗都子 富山市立三成小学校 大橋　陽真 高岡市立二塚小学校 加藤　大輝

高岡市立野村小学校 嶋田　幸輝 上市町立相ノ木小学校 加藤　紗和 小矢部市立東部小学校 森　瑛介

朝日町立さみさと小学校 才津　杏 滑川市立東部小学校 下屋敷　歌羽 朝日町立さみさと小学校 仙名　侑里

立山町立立山中央小学校 石﨑　仁賀 滑川市立西部小学校 三谷　星護 入善町立飯野小学校 道又　綾乃

立山町立立山中央小学校 村井　佑衣 富山市立東部小学校 冨田　悠 入善町立入善小学校 山下　想和

富山市立芝園小学校 荒木　あめり 富山市立大沢野小学校 萩原　大就 立山町立立山中央小学校 吉野　莉依

富山市立山室中部小学校 清水　蒼 富山市立芝園小学校 松澤　元陽 上市町立宮川小学校 永島　萌楓

富山市立長岡小学校 村本　悠斗 富山市立堀川小学校 坂井　夢奈 富山市立堀川小学校 飯山　想

射水市立歌の森小学校 林　紗矢香 富山市立堀川小学校 松尾　依莉 富山市立大庄小学校 土田　百合絵

射水市立小杉小学校 長谷川　朔久 富山市立大庄小学校 山田　理斗 富山市立新保小学校 仲谷　日葵

高岡市立五位小学校 米澤　陽翔 高岡市立二塚小学校 大坪　佑成 富山市立三成小学校 大森　アキナ

小矢部市立津沢小学校 出口　直樹 高岡市立下関小学校 平野　芽 高岡市立戸出東部小学校 松能　巧磨
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学年 学校名 児童名 学年 学校名 児童名 学年 学校名 児童名

入選 佳作 努力賞

朝日町立あさひ野小学校 黒﨑　周 富山市立鵜坂小学校 富永　虹都 入善町立上青小学校 柳平　優希菜

魚津市立道下小学校 麹谷　隼一 富山市立速星小学校 井村　優希菜 富山市立倉垣小学校 岡崎　希咲

魚津市立星の杜小学校 石川　結稀 富山市立芝園小学校 林田　望 富山市立柳町小学校 藤井　興明

魚津市立星の杜小学校 米山　莉央 富山市立芝園小学校 西宮　綾希 富山市立柳町小学校 中島　惇

富山市立堀川小学校 桑原　佑弥 富山市立堀川小学校 堀　敬午 富山市立呉羽小学校 纓田　心美

富山市立新庄北小学校 谷本　歩夢 富山市立堀川小学校 菅　孝成 富山市立呉羽小学校 西島　快

富山市立新庄小学校 川原　つくし 射水市立新湊小学校 塩谷　日茉理 富山市立鵜坂小学校 宮下　晴真

富山市立東部小学校 吉田　峻 射水市立中太閤山小学校 長谷川　駿 富山市立堀川小学校 大門　憲矢

射水市立金山小学校 南　衣愛 高岡市立戸出西部小学校 松田　優里 富山市立東部小学校 山室　慶介

南砺市立城端小学校 安達　新 高岡市立五位小学校 山中　咲 高岡市立下関小学校 谷村　遥香

黒部市立荻生小学校 畑　海音 立山町立立山中央小学校 中嶋　小瑠璃 魚津市立星の杜小学校 中島　瑛都

黒部市立荻生小学校 泉田　姫杏 上市町立相ノ木小学校 芹田　武政 立山町立立山中央小学校 津久井さくら

立山町立立山中央小学校 水野　功貴 滑川市立東部小学校 宮坂　衣織 立山町立立山中央小学校 村井　彩乃

上市町立白萩西部小学校 松本　吏恭 富山市立鵜坂小学校 石川　葵 富山市立大久保小学校 中村　眞子

上市町立相ノ木小学校 石原　寛渚 富山市立新庄北小学校 村田　啓輔 富山市立東部小学校 五十嵐　礼華

富山市立芝園小学校 遠田　有吾 富山市立堀川小学校 中林　美琴 富山市立倉垣小学校 見角　清香

射水市立中太閤山小学校 河浦　彩琴 射水市立歌の森小学校 林　真帆 射水市立金山小学校 高岡　風香

射水市立金山小学校 中波　大志郎 高岡市立野村小学校 松村　ゆず 射水市立歌の森小学校 愛宕　由繭

高岡市立下関小学校 若森　瑠菜 高岡市立西条小学校 順徳　葵子 高岡市立牧野小学校 鏡　柊典

高岡市立牧野小学校 カテナス アイ ジャナ 高岡市立国吉義務教育学校 稲元　夕映 高岡市立二塚小学校 戸田　優希奈

立山町立立山中央小学校 柴木　涼太 朝日町立あさひ野小学校 吉田　百花 黒部市立石田小学校 川幅　颯人

富山市立山室小学校 伊東　煌梨 入善町立上青小学校 森　惣祐 滑川市立田中小学校 蓬澤　美月

富山市立山室小学校 中川　大雅 入善町立入善小学校 竹島　弥禄 富山市立鵜坂小学校 磐田　吏瀬

富山市立堀川小学校 白井　叶羽 立山町立立山中央小学校 野村　舞音 富山市立三成小学校 田川　結愛

富山市立鵜坂小学校 金井　一馬 富山市立山室小学校 伊井　才朗 富山市立三成小学校 鷹取　葵葉

富山市立豊田小学校 奥田　桃加 富山市立堀川小学校 島野　心那 射水市立堀岡小学校 棚田　芽花

高岡市立西条小学校 福田　夢奏 富山市立大沢野小学校 木地　瑛斗 高岡市立戸出西部小学校 竹橋　七美

高岡市立戸出西部小学校 笹川　愛唯 富山市立速星小学校 新村　音弥 高岡市立戸出東部小学校 吉久　侑杜

氷見市立比美乃江小学校 朴木　亨祇 高岡市立五位小学校 高松　小夏 高岡市立五位小学校 廣岡　花穂

南砺市立井波小学校 野村　一華 高岡市立戸出東部小学校 蓮間　葉月 高岡市立下関小学校 吉岡　悠乃
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