
賞 学校名 題材名

浜松市長賞 浜松市立三方原中学校 笹田 実里 モクレンを未来に

浜松市長賞 浜松市立大平台小学校 西田 遥翔 亀山トンネル

県教育長賞 浜松市立東陽中学校 杉山 亜矢子 河輪土地改良記念碑

県教育長賞 浜松市立大平台小学校 奥村 耕一 天浜線とユリカモメ

浜松市教育長賞 浜松市立中部中学校 丸花 真斗 御殿屋台のキラメキ

浜松市教育長賞 浜松市立笠井小学校 鈴木 椋大 祭屋台

学校賞 浜松市立麁玉中学校 松本 政志

学校賞 浜松市立二俣小学校 田中 敏司

商工会議所会頭賞 浜松市立東陽中学校 小林 李夏 みんなを守り続ける神様の家

商工会議所会頭賞 浜松市立萩丘小学校 河原 茉莉愛 浜松城

浜松ユネスコ会長賞 浜松市立三方原中学校 感謝と大切にしていくもの

浜松ユネスコ会長賞 浜松市立二俣小学校 伊藤 宏美 本田そういちろう記念館

静岡新聞静岡放送賞 浜松市立三ケ日中学校 堀川 慧眞 音楽の都・浜松

静岡新聞静岡放送賞 浜松市立伊佐見小学校 中島 陽菜 森の水車

中日新聞東海本社賞 浜松市立中部中学校 三輪 真奈美 自然の命

中日新聞東海本社賞 浜松市立二俣小学校 野口 かすみ 今にもうごきそうなＳＬ

中区長賞 浜松市立佐鳴台中学校 加藤 ちひろ 誇り高き湖へ

中区長賞 浜松市立県居小学校 松村 淳平 ポッポ道の電車

東区長賞 浜松市立積志中学校 福島 鈴音 家族との初もうで

東区長賞 浜松市立中ノ町小学校 小野田 真於 金原明善の唐箕

西区長賞 浜松市立新津中学校 大場 凜香 遠州灘

西区長賞 浜松市立神久呂小学校 松井 尋香 東神田川の青い宝石

南区長賞 浜松市立曳馬中学校 鷹森 千佳 アカウミガメの来る中田島砂丘

南区長賞 浜松市立白脇小学校 宮松 和輝 中田島砂丘の風紋

北区長賞 浜松市立三ケ日中学校 大野 遥 ベランダの夕日

北区長賞 浜松市立県居小学校 鈴木 理加 私ののこしたい風景

浜北区長賞 浜松市立麁玉中学校 土屋 莉帆 森の広場の諏訪神社

天竜区長賞 浜松市立二俣小学校 吉田 果凛 堂々とした、二俣の屋台
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佳作 浜松学芸中学校 大谷 亜依莉 日本三大砂丘の一つとして

佳作 浜松市立八幡中学校 大森 里佳子 竹から見える光

佳作 浜松市立八幡中学校 芳村 真海 真っすぐのびた木と曲がった木

佳作 浜松市立江西中学校 木村 朱里 私のまちの神社

佳作 浜松市立蜆塚中学校 山本 麻稚 思い出の北校舎

佳作 浜松市立佐鳴台中学校 三枝 黄穂路 人と自然の共存地

佳作 浜松市立相生小学校 山﨑 真結 白羽楽器ピアノ

佳作 浜松市立相生小学校 増田 葵 五社神社

佳作 浜松市立佐鳴台小学校 戸川 駿 中田島砂丘

佳作 浜松市立双葉小学校 杉田 美咲 夕方の自慢のタワー

佳作 浜松市立広沢小学校 沼澤 希 美しい自然と松韻亭

佳作 浜松市立元城小学校 美和 幸樹 学校から見た浜松城

佳作 浜松市立元城小学校 森 春菜 浜松まつり

佳作 浜松市立県居小学校 松下 隼弥 ぽっぽ道の汽車

佳作 浜松市立萩丘小学校 山本 祐衣 浜松城

佳作 浜松市立萩丘小学校 前田 吏来 アカウミガメ

佳作 浜松市立萩丘小学校 伊藤 梨乃 くすの木

佳作 浜松市立積志中学校 長津 心音 鐘に感謝の気持ちを伝える

佳作 浜松市立積志中学校 和泉澤 玲奈 小さな神社

佳作 浜松市立積志中学校 大坪 由来 天保の秋葉灯籠と有玉神社

佳作 浜松市立笠井小学校 加藤 菜々子 おみこしのとぎょ

佳作 浜松市立湖東中学校 蛯澤 遥 「たからもの」のぬくもり

佳作 浜松市立舞阪小学校 伊藤 早郁 福来旗（フライキ）

佳作 浜松市立雄踏小学校 中村 奏詩 雄踏歌舞伎

佳作 浜松市立伊佐見小学校 山本 栞 静かに回り続ける水車

佳作 浜松市立伊佐見小学校 並木 美月 伊佐見小の水車

佳作 浜松市立東陽中学校 上谷 萌華 貴船神社

佳作 浜松市立東陽中学校 沖野 美月 安間川の自然

佳作 浜松市立三ケ日中学校 澤井 俊輝 能面父尉

佳作 浜松市引佐南部中学校 谷内 春輝 野原神社を未来へ

佳作 浜松市立三方原中学校 野村 明日香 開拓魂を受け継ぐ



佳作 浜松市立浜名中学校 町田 亜未 万葉の森と庭園

佳作 浜松市立浜名中学校 内山 彩乃 平口八幡神社

佳作 浜松市立浜名中学校 内山 陽可里 八幡神社の鳥居

佳作 浜松市立北浜中学校 神谷 美里 お祭りを楽しみにしている

佳作 浜松市立北浜中学校 中野 美穂 未来に残したい浜松城

佳作 浜松市立北浜中学校 上村 美結 思い出の桜

佳作 浜松市立北浜中学校 中村 朋可 貴布祢神社

佳作 浜松市立中瀬小学校 鈴木 麻由 カヤの木の願い

佳作 浜松市立麁玉中学校 木下 風雅 電車のある風景・天浜線

佳作 浜松市立麁玉中学校 灌峯 美空 空

佳作 浜松市立麁玉中学校 中川 チエ いつも見守ってくれる大切な場所

佳作 浜松市立麁玉中学校 三好 美沙希 遠州大念仏

佳作 浜松市立麁玉中学校 伊藤 真由 百年後の自然

佳作 浜松市立二俣小学校 太田 乃咲 本田宗一郎ものづくり伝承館

佳作 浜松市立二俣小学校 加藤 優音 袴田嬉長翁頌徳碑

佳作 湖西市立鷲津中学校 マグボオ ジゼーリ 帰り道

佳作 湖西市立新居小学校 大野 未鈴 食べてみん！

佳作 湖西市立鷲津小学校 橋本 紗也花 浜松市と湖西市のたからもの


