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賞 学校名 氏名 題　　材

浜松市長賞 浜松市立蜆塚中学校 杉浦　　光 奥山線亀山トンネル

浜松市長賞 浜松市立県居小学校 屋代　千尋 ポッポ道

静岡県教育長賞 浜松市立新津中学校 大藏　愛里 小沢渡町の水田風景

静岡県教育長賞 浜松市立大平台小学校 椎原　唯月 根上がり松

浜松市教育長賞 浜松市立三ヶ日中学校 井口　友見 赤鶴の面

浜松市教育長賞 浜松市立二俣小学校 川島　　柊 天竜浜名湖鉄道

浜松商工会議所　会頭賞 浜松市立新津中学校 黒野裕巳佳 松尾神社

浜松商工会議所　会頭賞 浜松市立二俣小学校 吉田実伊菜 天竜浜名湖鉄道

浜松ユネスコ協会会長賞 浜松市立新津中学校 今釜　依春 新津の森

浜松ユネスコ協会会長賞 浜松市立竜禅寺小学校 鈴木琳之介 爆撃にたえた一本の松

静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立笠井中学校 佐野　史浩 観音の冬

静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立萩丘小学校 遠藤　ラリサ 浜名湖

中日新聞社賞 浜松市立八幡中学校 栗崎　佑月 馬込川

中日新聞社賞 浜松市立笠井小学校 川㠀　結晴 春日神社の御神木

浜松市　区長賞　中区 浜松市立蜆塚中学校 中村　優貴 亀山トンネル

浜松市　区長賞　中区 浜松市立曳馬中学校 富田　悠斗 浜松祭りの御殿屋台

浜松市　区長賞　中区 浜松市立佐鳴台小学校 結城　温香 ふれあい橋から見た佐鳴湖の風景

浜松市　区長賞　東区 浜松市立笠井中学校 髙柳栄美里 まだ思いを伝える

浜松市　区長賞　東区 浜松市立和田小学校 岡部　真希 安間川は宝物

浜松市　区長賞　西区 浜松市立舞阪小学校 富田奈々緒 東海道の松並木

浜松市　区長賞　南区 浜松市立雄踏小学校 水谷　太一 ふるさとへ

浜松市　区長賞　北区 浜松学院中学校 杉山　芽生 竜ヶ岩洞の鍾乳洞

浜松市　区長賞　北区 浜松市立西気賀小学校 金子ちひろ 浜名湖に映る光

浜松市　区長賞　浜北区 浜松市立浜名中学校 阿部　　聖 春の御陣屋川

浜松市　区長賞　浜北区 浜松市立北浜北小学校 藤森　達也 浜北の秋葉常夜灯

浜松市　区長賞　天竜区 浜松市立清竜中学校 安田　奈央 二俣城（本丸天守台）

浜松市　区長賞　天竜区 浜松市立浦川小学校 内山ほの栞 相川



学 校 賞 浜松市立二俣小 学校

学 校 賞 浜松市立新津中学校

学 校 賞 浜松市立笠井中学校

佳作 浜松市立広沢小学校 帖佐　小雪 緑のある町

佳作 浜松市立萩丘小学校 佐藤　もえ 三ヶ日のみかん畑

佳作 浜松市立船越小学校 峯山　友吾 船越町のじまんの屋台

佳作 浜松市立笠井小学校 鈴木　夏美 私の笠井の小学校

佳作 浜松市立笠井小学校 鈴木　真衣 私の町の春日神社

佳作 浜松市立中ノ町小学校 髙橋　嬉依 杉浦むつおさん

佳作 浜松市立芳川北小学校 望月　麻衣 さくらのアーチ

佳作 浜松市立飯田小学校 安藤　　直 おじいちゃんの家の織機

佳作 浜松市立可美小学校 大場　輝空 中田島砂丘

佳作 浜松市立舞阪小学校 藤井　　駿 東海道の松並木

佳作 浜松市立舞阪小学校 鈴木　崇馬 浜名湖弁天島赤鳥居

佳作 浜松市立雄踏小学校 伊藤　咲月 残したい自然と歴史

佳作 浜松市立気賀小学校 野中　遥香 姫様道中

佳作 浜松市立内野小学校 杉本　拓海 内野の御陣屋川

佳作 浜松市立内野小学校 町田　亜未 野鳥公園にのこる大自然

佳作 浜松市立二俣小学校 牧澤　実愛 努力とけがのけっ作

佳作 浜松市立二俣小学校 内山　皓太 二俣駅の電車車庫

佳作 浜松市立二俣小学校 竹内　くるみ 赤や黄に染まった二光滝

佳作 浜松市立二俣小学校 渥美　萌彩 内山真龍資料館のきれいな風景

佳作 浜松市立二俣小学校 小栗　真奈 すばらしい絵と建物

佳作 浜松市立浦川小学校 内山　のど栞 相川

佳作 浜松市立曳馬中学校 鈴木　優芽 「注染」　浴衣

佳作 浜松市立曳馬中学校 波切　はるか 馬込川と赤電

佳作 浜松市立曳馬中学校 篠﨑　真実 迎え火

佳作 浜松市立蜆塚中学校 田子　武正 蜆塚遺跡のたて穴住居

佳作 浜松市立富塚中学校 加藤木あかね 新川

佳作 浜松市立八幡中学校 荒石　磨季 八幡宮



佳作 浜松市立八幡中学校 伊藤　　零 交差点

佳作 浜松市立八幡中学校 花島　瑞希 稲荷の夏の景色

佳作 浜松市立八幡中学校 松島　香菜 歴史ある浜松八幡宮の稲荷神社

佳作 浜松市立八幡中学校 山森　夕華 みんなが集まる八幡神社

佳作 浜松市立八幡中学校 髙田　梨央 大きな雲立ちの楠の木

佳作 浜松市立新津中学校 高林　南実 きれいな中田島砂丘

佳作 浜松市立丸塚中学校 大瀬　いずみ 緑あふれる小道

佳作 浜松市立丸塚中学校 板倉　　冴 未来に残したい橋

佳作 浜松市立笠井中学校 濱崎　菜月 政諾社

佳作 浜松市立笠井中学校 竹内佑里菜 なつかしい神社

佳作 浜松市立笠井中学校 木倉　慶太 豊田川

佳作 浜松市立笠井中学校 松島　澄恵 歴史ある木々達

佳作 浜松市立三ヶ日中学校 石川歩乃里 ふるさと三ヶ日

佳作 浜松市立三ヶ日中学校 倉地　奈緒 ホタル

佳作 浜松市立三ヶ日中学校 　安形惇之介 みんなのみかんを大切に

佳作 浜松市立三ヶ日中学校 外山　いつき せとの赤橋

佳作 浜松市立舞阪中学校 鈴木　美帆 舞阪灯台

佳作 浜松市立浜北北部中学校 鈴木　愛那 大切なお茶畑

佳作 浜松市立浜北北部中学校 中野　聖奈 緑がいっぱい茶畑

佳作 浜松市立浜名中学校 榧下　和奏 常夜灯

佳作 浜松市立浜名中学校 山崎　琴美 部活の帰りの幸せ　（明治屋しょう油）

佳作 浜松市立清竜中学校 柳　梨沙 天竜川

佳作 浜松市立清竜中学校 池上　祐香 名水阿多古川と生き物たち

佳作 浜松市立清竜中学校 伊東　大騎 船明ダム


