
＜絵画＞

作品名 都道府県 学校名 学年
最優秀賞 剣道の試合 稲盛 雅弥 鹿児島県 鹿児島市立東谷山小学校 小6
優秀賞 『夢への跳躍』 長尾 光玲 埼玉県 鶴ヶ島市立藤小学校 小6
優秀賞 サッカーだいすき 出原 大嗣 広島県 私立福山暁の星小学校 小1
佳作 空手の合宿 石川 貴大 群馬県 太田市立木崎小学校 小2
佳作 うんていがんばってるよ 犬塚 結理 愛知県 碧南市立新川小学校 小1
佳作 ゴール 大見 遥 岐阜県 羽島市立正木小学校 小1
入選 ゴー！ゴー！スポーツ！ 西山 藍那 北海道 幕別町立白人小学校 小2
〃 バレー試合中 石田 いろは 宮城県 仙台市立鶴が丘小学校 小5
〃 ぼくのあこがれのスポーツ弓道！ 伊藤 優 茨城県 ひたちなか市立三反田小学校 小4
〃 組手がんばれ！ 山田 梨央 埼玉県 鴻巣市立鴻巣北小学校 小1
〃 運動大すき 岸田 あり 東京都 練馬区立石神井東小学校 小6
〃 運動大すき 谷口 聖奈 東京都 練馬区立石神井東小学校 小4
〃 運動大すき 玉澤 裕佳子 東京都 練馬区立石神井東小学校 小4
〃 運動大すき 福岡 葵 東京都 練馬区立石神井東小学校 小4
〃 友だちと一りん車 加藤 美麻 東京都 中央区立有馬小学校 小2
〃 バドミントン楽しいな！ 川俣 力徹 東京都 中央区立有馬小学校 小2
〃 せいぶつがいるドッジボール 工藤 亮太 東京都 中央区立有馬小学校 小2
〃 森の中のバドミントン 丸山 豊土 東京都 中央区立有馬小学校 小2
〃 とびばこをとんでいるぼく 鈴木 優太 東京都 八王子市立大和田小学校 小3
〃 一輪車大好き 岩田 萌里 静岡県 静岡市立清水庵原小学校 小5
〃 私フラフープ大好き 塩崎 紗英 静岡県 静岡市立清水庵原小学校 小5
〃 私　鉄棒･･･苦手！！ 牧田 奈津妃 静岡県 静岡市立清水庵原小学校 小5
〃 おじいちゃんとがんばった玉入れ 小倉 那津季 岐阜県 各務原市立尾崎小学校 小1
〃 スケートせん手になりたい 池本 真悠 京都府 私立京都女子大学付属小学校 小2
〃 大好きサッカー　ヘディングできめてやる！ 三木 康輔 兵庫県 たつの市立小宅小学校 小5
〃 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 森本 こころ 兵庫県 加西市立九会小学校 小3
〃 Ｂｕｚｚｅｒｂｅａｔ 森本 うらら 兵庫県 加西市立九会小学校 小6
〃 大好きなバレーボール 甘中 円雅 兵庫県 加西市立泉小学校 小5
〃 かけっこ 佐竹 真優佳 奈良県 斑鳩町立斑鳩西小学校 小1
〃 剣道 平野 成海 奈良県 斑鳩町立斑鳩西小学校 小4
〃 力泳 出原 舞依子 広島県 私立英数学館小学校 小5
〃 いそげ！大玉ころがし！！ 磯部 みのり 高知県 高知市立第六小学校 小1

作品名 都道府県 学校名 学年
最優秀賞 躍動 奥村 葵 奈良県 生駒市立上中学校 中2
優秀賞 白熱 小里 智子 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
優秀賞 「ドン！！でフィニッシュ決まったぜ。」 吉田 剛樹 福岡県 福岡市立和白中学校 中2
佳作 「スポーツ大好き」 青野 舞 千葉県 横芝光町立横芝中学校 中3
佳作 激戦 田中 志歩 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
佳作 「あと１点！！」 片平 汰生 鹿児島県 鹿児島市立天保山中学校 中3
入選 最後のランナー 笹原 義葵 山形県 新庄市立日新中学校 中1
〃 「スポーツしよう」 伊藤 由佳 千葉県 横芝光町立横芝中学校 中2
〃 「ある日の乗馬練習風景」 福田 かおり 神奈川県 私立公文国際学園中等部 中2
〃 楽しいバスケットボール 岩月 真帆 愛知県 私立南山中学校女子部 中3
〃 スポーツは心の源 伊藤 徹 三重県 桑名市立長島中学校 中2
〃 スポーツは夢の招待状 伊藤 優 三重県 桑名市立長島中学校 中2
〃 winter sports! 今津 明里 岐阜県 大垣市立西中学校 中2
〃 勝利へのアタック！！ 宗宮 愛香里 岐阜県 大垣市立西中学校 中2
〃 スピーディー＆エキサイティング 松山 真由美 岐阜県 大垣市立西中学校 中2
〃 その先 臼井 里奈 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
〃 勝負 田代 紗英 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
〃 真剣勝負 田本 彩花 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
〃 負けられない 平松 真里 岐阜県 大垣市立南中学校 中2
〃 テニス少年 澤田 有美子 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 一生懸命 関 裕樹子 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 真の熱さをぶつけろ！！ 畑 のぞ美 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 「台上前転をする妹。」 赤尾 玲奈 岐阜県 羽島市立羽島中学校 中2
〃 がんばれ！！日本 五十棲 直子 京都府 向日市立勝山中学校 中1
〃 朝の道 神門 樹 大阪府 吹田市立豊津西中学校 中1

創立100周年記念事業「絵画･作文コンクール」　入賞・入選作品一覧

【中学生の部】　応募総数　62作品
氏名

氏名
【小学生の部】　応募総数　420作品



＜作文＞

作品名 都道府県 学校名 学年
最優秀賞 二つのたからもの 牧 はるか 鳥取県 大山町立大山小学校 小1
優秀賞 胸に輝く金メダル 阿部 捺美 宮城県 女川町立女川第三小学校 小5
優秀賞 ハードルで学んだこと 加藤 梨沙 千葉県 佐倉市立印南小学校 小6
佳作 また走りたいなマラソン 鎌田 桃子 秋田県 秋田市立仁井田小学校 小1
佳作 ぼくがだいすきなたっきゅう 宮川 朗 岐阜県 羽島市立正木小学校 小2
佳作 五人の「絆」 北野 七彩 和歌山県 和歌山市立安原小学校 小6
入選 ぼくと野球 川島 洋一 茨城県 鉾田市立巴第一小学校 小6
〃 あきらめずにやりぬくこと 唐木 映里花 埼玉県 春日部市立幸松小学校 小3
〃 勇気 齋藤 夕音 千葉県 佐倉市立印南小学校 小6
〃 あの人目指してがんばろう 金田 明 東京都 品川区立小中一貫校　伊藤学園 小5
〃 つながり 服部 玲菜 東京都 品川区立小中一貫校　伊藤学園 小6
〃 「スポーツいいことたくさん楽しいな！！」唐梨子 あやか 東京都 杉並区立杉並第六小学校 小3
〃 ぼくが魚になる時 中原 侑星 東京都 八王子市立大和田小学校 小3
〃 スポーツの楽しさ、素晴らしさ 清田 真由 神奈川県 横浜市立緑園東小学校 小6
〃 スポーツ大好き 伊藤 杏奈 長野県 茅野市立宮川小学校 小5
〃 両手 成田 さくら 石川県 金沢市立千坂小学校 小5
〃 鉄棒と友達 宮川 歩子 石川県 金沢市立千坂小学校 小5
〃 佳子グリコ 大原 佳子 大阪府 私立智辯学園和歌山小学校 小3
〃 「苦手で大好きなスポーツ」 川原 ミツキ 兵庫県 神戸市立下畑台小学校 小5
〃 色々なことを教えてくれたスポーツ 太田 真璃奈 奈良県 香芝市立鎌田小学校 小6
〃 テニスと大なわの楽しさ 森井 優花 奈良県 香芝市立鎌田小学校 小6
〃 はしるの大すき 坂田 茉優 鳥取県 国立鳥取大学附属小学校 小1
〃 これからも走り続けたい 坂田 茉美 鳥取県 国立鳥取大学附属小学校 小3
〃 「布勢TCで学んだ1年」 米澤 尚宏 鳥取県 国立鳥取大学附属小学校 小4
〃 さようマラソンとりく上 小林 日向 鳥取県 鳥取市立面影小学校 小2
〃 走ることの楽しさ 西澤 幸則 鳥取県 鳥取市立城北小学校 小5
〃 私が思うスポーツは 田中 美月 鳥取県 鳥取市立津ノ井小学校 小6
〃 つづけること 横山 暦 鳥取県 鳥取市立津ノ井小学校 小2
〃 ゆめはでっかく 横山 雅 鳥取県 鳥取市立津ノ井小学校 小4
〃 私にとっての走ること 足立 紗輝 鳥取県 鳥取市立中ノ郷小学校 小6
〃 スポーツ力 広瀬 晴菜 広島県 府中市立南小学校 小6
〃 目標に向かって 金竹 春華 鹿児島県 南さつま市立加世田小学校 小5

作品名 都道府県 学校名 学年
最優秀賞 弓道を通して学んだこと 長岡 亜佐実 奈良県 大和郡山市立郡山東中学校 中2
優秀賞 水泳大好き！！！ 田中 咲帆 東京都 品川区立小中一貫校　日野学園 中1
優秀賞 支え合う喜び 曽我 愛里奈 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
佳作 サッカーを通して 栗原 裕輔 茨城県 常陸太田市立南中学校 中2
佳作 私が得た大切なもの 青木 優奈 埼玉県 川口市立芝東中学校 中2
佳作 スポーツは楽しむことから 冷水 楓 大阪府 吹田市立豊津西中学校 中3
入選 水泳は僕の人生の栄養素 佐藤 龍征 山形県 酒田市立八幡中学校 中2
〃 サッカーへの思い 鴇田 翔哉 千葉県 市川市立下貝塚中学校 中2
〃 スポーツの魅力 池田 茜 千葉県 横芝光町立横芝中学校 中2
〃 当たり前のことができる選手 早川 奈々見 千葉県 横芝光町立横芝中学校 中1
〃 スポーツは魔法の鍵 安藤 英梨香 東京都 品川区立小中一貫校　伊藤学園 中3
〃 スポーツを通して 石田 寛子 東京都 台東区立駒形中学校 中3
〃 スポーツは友達 鈴木 建吾 静岡県 私立浜松日体中学校 中2
〃 スポーツを通して 仲村 明子 静岡県 私立浜松日体中学校 中2
〃 今、スポーツを通して感じていること 長谷川 奈摘 静岡県 私立浜松日体中学校 中2
〃 「テニスの楽しさ」 宮田 季和 静岡県 私立浜松日体中学校 中2
〃 自分をのりこえろ 宮田 大佑 静岡県 私立浜松日体中学校 中2
〃 「いつもスポーツとともに」 栗木 なつみ 愛知県 岩倉市立南部中学校 中1
〃 バレーボールと出会って 徳島 康恵 愛知県 豊橋市立牟呂中学校 中1
〃 野球と僕。○○とあなた。 寺垣 拓希 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 「スポーツの本質」 中村 恒星 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 大切なこと 西松 利捺 岐阜県 岐阜市立長森中学校 中2
〃 勝ち負けよりも大切なモノ 平田 夏乃 大阪府 吹田市立豊津西中学校 中3
〃 「水泳から教わったこと」 松井 貴浩 大阪府 寝屋川市立第六中学校 中2
〃 スポーツの喜び 佐野 渚月 オーストリア ウィーン日本人学校 中1

氏名

創立100周年記念事業「絵画･作文コンクール」　入賞・入選作品一覧

【中学生の部】　応募総数　203作品

【小学生の部】　応募総数　511作品
氏名


