
平成26年度　第５回　未来遺産「私のまちのたからもの」　受賞者一覧
NO. 賞 学校名 氏名 題材名

1 浜松市長賞 浜松市立積志中学校 今村一哉 慰霊塔を守り続ける

2 浜松市長賞 浜松市立大平台小学校 後藤玲奈 町に沈む夕日

3 静岡県教育長賞 浜松市立新津小学校 松本隼弥 米津の米

4 静岡県教育長賞 浜松市立北浜中学校 神谷美里 旧平野家を残す

5 浜松市教育長賞 浜松市立佐鳴台小学校 結城温香 六丁目の坂から見た景色

6 浜松市教育長賞 浜松市立東陽中学校 杉山亜矢子 津波避難タワー

7 浜松市商工会議所会頭賞 浜松市立舞阪中学校 鈴木崚太 カキの漁

8 浜松市商工会議所会頭賞 浜松市立二俣小学校 川島柊 ぼくの町のじまん

9 浜松ユネスコ協会長賞 浜松市立二俣小学校 室内美祐 八幡神社の湧き水

10 浜松ユネスコ協会長賞 浜松市立東陽中学校 榎並和音 椎河脇神社

11 静岡新聞・静岡放送賞 浜松市立県居小学校 鈴木麻央 歴史をもつ浜松城

12 静岡新聞・静岡放送賞 浜松市立北浜中学校 小木大輔 遠州大念仏

13 中日新聞東海本社賞 浜松市立南陽中学校 紋谷涼音 学校からの風景

14 中日新聞東海本社賞 浜松市立二俣小学校 鈴木千愛 秋野不矩美術館

15 中区長賞 浜松市立上島小学校 鈴木彩里 根上がり松

16 中区長賞 浜松市立曳馬中学校 深谷幸加 雲立のクス

17 東区長賞 浜松市立積志中学校 和泉澤玲奈 昔から変わらない
この場所で

18 東区長賞 浜松市立蒲小学校 澤田和季 蒲桜

19 西区長賞 浜松市立蜆塚中学校 小池澄奈 伊能忠敬測量碑

20 西区長賞 浜松市立舞阪小学校 小楠智基 岐佐神社（八王子明神）

21 南区長賞 浜松市立東陽中学校 羽田花 掛塚橋

22 南区長賞 浜松市立新津小学校 石塚理央 お米の大切さ

23 北区長賞 浜松市立三ヶ日中学校 堀川慧眞 龍潭寺庭園

24 浜北区長賞 浜松市立新原小学校 鈴木陽貴 新原小学校

25 浜北区長賞 浜松市立浜名中学校 内山彩乃 万葉の森

26 天竜区長賞 浜松市立三ヶ日中学校 鈴木佑奈 私のまちのみんなの乗り物

27 天竜区長賞 浜松市立光明小学校 平賀奏音 ぼくの大切な場所

28 佳　　作 浜松学院中学校 石川由唯 佐鳴湖

29 佳　　作 浜松市立萩丘小学校 尾崎翔悟 あたご川

30 佳　　作 浜松市立上島小学校 増田海音 万葉の森公園

31 佳　　作 浜松市立元城小学校 中山裕叶 元城小



32 佳　　作 浜松市立東小学校 幸田航騎 夕日にてらされる
アクトタワー

33 佳　　作 浜松市立相生小学校 伊藤美桜 けんばんハーモニカ

34 佳　　作 浜松市立広沢小学校 河合弘樹 浜松城

35 佳　　作 浜松市立広沢小学校 沼澤希 普済寺総門

36 佳　　作 浜松市立曳馬中学校 木村環太 蜆塚遺跡

37 佳　　作 浜松市立天竜中学校 坂井理里 安間川の桜並木

38 佳　　作 浜松市立笠井中学校 髙井古子 笠井中学校

39 佳　　作 浜松市立中ノ町小学校 岩附愛華 金原明善生家

40 佳　　作 浜松市立雄踏小学校 八木田亮祐 息神社

41 佳　　作 浜松市立雄踏小学校 榊原然 息神社の古面

42 佳　　作 浜松市立舞阪小学校 大羽三保子 舞阪の松並木

43 佳　　作 浜松市立舞阪小学校 渡辺俊介 岐佐神社祭典

44 佳　　作 浜松市立雄踏中学校 山本亜姫 ひまわり畑

45 佳　　作 浜松市立雄踏中学校 中村咲喜 息神社

46 佳　　作 浜松市立舞阪中学校 鈴木聖菜 誰もが好きな舞阪の
伝統ある祭

47 佳　　作 浜松市立神久呂小学校 松井尋香 神久留神社

48 佳　　作 浜松市立大平台小学校 鈴木雄大 大平台消防署

49 佳　　作 浜松市立大平台小学校 杉田響 いつも見ていた時計台

50 佳　　作 浜松市立大平台小学校 刑部陸 県民放送浜松送信所

51 佳　　作 浜松市立南陽中学校 鈴木萌香 いつもの帰り道

52 佳　　作 浜松市立新津中学校 松岡美代子 神社と松

53 佳　　作 浜松市立新津中学校 松尾真奈 私のまちの神社

54 佳　　作 浜松市立新津小学校 岡本麗 みんなの新津の森

55 佳　　作 浜松市立飯田小学校 夏目聖也 目剌橋

56 佳　　作 浜松市立三ヶ日中学校 長坂玲奈 牛小屋

57 佳　　作 浜松市立三ヶ日中学校 黒栁茉海 いつも見ている

58 佳　　作 浜松市立三ヶ日中学校 二橋奈保 サイクルロードを
歩いて見た風景

59 佳　　作 浜松市立北浜中学校 小杉華弥 浜松城

60 佳　　作 浜松市立北浜中学校 藤山ブラヤン 大きなカヤの木

61 佳　　作 浜松市立麁玉中学校 高林和音 夜水沢池まで流れる沢

62 佳　　作 浜松市立二俣小学校 江﨑祐亮 機関車扇形車庫

63 佳　　作 浜松市立二俣小学校 加藤優音 天竜川に掛かる
鉄橋と天浜線

64 佳　　作 浜松市立二俣小学校 渥美萌彩 中野学校跡地



65 佳　　作 湖西市立鷲津小学校 木下寛隆 本興寺

66 佳　　作 湖西市立白須賀中学校 佐原珠季 通学の景色


