
第8回  未来遺産 



特別賞 



 浜松市長賞 

「小さな秘境」 

  浜松市立都田中学校  山田 夏海 



 浜松市長賞 

「新しい命のために」 

  浜松市立白脇小学校  澤柳 帆花 



静岡県教育長賞 

 
「遠州大念仏」 
 
 浜松市立南部中学校 
 

山本 瑠奈 



 静岡県教育長賞 

「転車台と扇形車庫」 

  浜松市立大平台小学校  奥村 耕一 



浜松市教育長賞 

 
「浜松Castleの門」 
 
 浜松市立東陽中学校 
 

上仲 げんた 



浜松市教育長賞 

 
「浜松城」 
 
 浜松市立葵西小学校 
 

山下 智子 



 浜松商工会議所 会頭賞 

「思い出のたからばこ」 

  浜松市立可美中学校  纐纈 彩風 



 浜松商工会議所 会頭賞 

「まちの中の森」 

  浜松市立船越小学校  須藤 瑠菜 



浜松ユネスコ協会 会長賞 

「天龍川のクリーン作戦」 

  浜松市立東陽中学校  小林 李夏 



浜松ユネスコ協会 会長賞 

「古き良き マルカワの蔵 叉水」 

  浜松市立二俣小学校  野口 かすみ 



 静岡新聞 静岡放送賞 

「頑張れ広沢町！」 

  浜松市立蜆塚中学校  鈴木 あゆの 



 静岡新聞 静岡放送賞 

「笠井だるま市」 

  浜松市立笠井小学校  鈴木 貫太 



 中日新聞 東海本社社賞 

「枯野」 

 浜松市立東陽中学校  山ノ内 カイヤン 



 中日新聞 東海本社社賞 

「豊かな自然の生き物」 

  浜松市立佐鳴台小学校  石原 匡隆 



区長賞 



 浜松市区長賞  中 区 

「秋の浜松城公園」 

  浜松市立中部中学校  岡島 真実 



浜松市区長賞 
 中 区 

 
「浜松城と歴史」 
 
 浜松市立葵西小学校 
 

藤井 まりな 



 浜松市区長賞  東 区 

「一月十日のだるま市」 

  浜松市立笠井小学校  渡邊 心香 



 浜松市区長賞  西 区 

「人のあふれる…」 

  浜松市立可美中学校  落合 彩夏 



 浜松市区長賞  西 区 

「いつまでも残したい景色」 

  浜松市立大平台小学校  松元 瑠海 



 浜松市区長賞  南 区 

「古川町の手筒花火」 

  浜松市立東陽中学校  中根 愛心 



 浜松市区長賞  南 区 

「空高く舞うたこ」 

  浜松市立和地小学校  坂本 彩純 



 浜松市区長賞  北 区 

「私のまちを見渡してみて」 

 聖隷クリストファー中学校 小野澤 留美 



 浜松市区長賞  浜 北 区 

「不動寺につながる階段」 

  浜松市立浜名中学校  内山 由佳乃 



 浜松市区長賞  天 竜 区 

「清流」 

  浜松市立春野中学校  酒井 莉子 



 浜松市区長賞  天 竜 区 

「本田宗一郎ものづくり伝承館」 

  浜松市立二俣小学校  鈴木 翔大郎 



佳 作 



 
「浜松祭御殿屋台 
   ひきまわし」 
 
 浜松市立南部中学校 
 

藤田 彩菜 



 「うなぎを囲む幸せ」 

浜松市立八幡中学校  藤川 瑛大 



 「四季折々」 

 浜松市立蜆塚中学校  田村 奈瑠 



 
「たきや漁」 
 
 浜松市立蜆塚中学校 
 

内山 乃香 



 
「町で咲かせる 
   佐鳴湖花火」 
 
 浜松市立富塚中学校 
 

荒井 あぐり 



 「そびえる浜松城」 

 浜松市立中部中学校  大場 万輝 



 
「力強い根あがり松」 
 
 静岡大学教育学部 
    付属浜松中学校 
 

大場 美羽 



 「水神社」 

 浜松市立東陽中学校  佐藤 紋菜 



 「弘誓寺」 

 浜松市立東陽中学校  鈴木 竣也 



 「がんてんやま」 

 浜松市立東陽中学校  菱田 さゆり 



 「夏の寺」 

 浜松市立東陽中学校  野沢 百花 



 「夕日が照らす神社と自然」 

 浜松市立東陽中学校  松下 晴香 



 「臨済宗龍泉寺」 

 浜松市立東陽中学校  大杉 陽菜 



 
「稲荷神社の祠」 
 
 浜松市立東陽中学校 
 

小長井 那桜 



 「天神社」 

 浜松市立東陽中学校  宮木 星明 



 「遠い昔からの贈り物」 

 浜松市立可美中学校  中塚 美翔 



 「緑の中に」 

 浜松市立可美中学校  橋本 小桃里 



 
「松並木」 
 
 浜松市立可美中学校 
 

   福田 百乃 



 「私の思い出の公園」 

 浜松市立可美中学校  宮下 優月季 



 「思い出の通り道」 

 浜松市立可美中学校  西本 悠真 



 
「大自然に囲まれて」 
 
 浜松市立三方原中学校 
 

    小池 春樺 



 「大好きな川」 

 浜松市立三方原中学校  宮先 美空 



 「朱色の鳥居」 

 浜松市立北浜中学校  石黒 千尋 



 
「先人が守ってきた 

       浜名湖」 
 
 浜松市立鷲津中学校 
 

    木本 イアラ 



 「浜松まつり」 

 浜松市立萩丘小学校  千葉 乙香 



 「遠州大念仏」 

 浜松市立与進小学校  鈴木 心愛 



 「有玉の『やぶさめ』」 

 浜松市立有玉小学校  髙木 和 



 「うけつがれる伝とうだるま市」 

 浜松市立笠井小学校  赤木 理人 



 
「町たんけんで行った 

    旧笠井郵便局」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

    大木 葉月 



 
「五百才のクスノキ」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

    中川 瑞稀 



 「思い出あふれるしのがや公園」 

 浜松市立和地小学校  大川 莉乃 



 「手筒花火」 

 浜松市立和地小学校  建木 彩良 



 「浜名湖の夕日」 

 浜松市立和地小学校  西村 奏大 



 「おかぐら」 

 浜松市立和地小学校  古橋 聖理奈 



 「陸軍中野二俣分校校趾碑」 

 浜松市立二俣小学校  若森 宇蘭 



 「機関車公園」 

 浜松市立二俣小学校  下野間 真菜 



 「みんなの二俣川」 

 浜松市立二俣小学校  北村 結月 



 
「未来に残したい 
    二俣祭り」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

増田 楓 



 「つなげていこう ふるさとの歴史」 

 湖西市立新居小学校  大野 未鈴 



入 選 



 「アカウミガメ」 

 浜松市立南部中学校  下田 達也 



 「世界とつながる」 

 浜松市立北部中学校  今村 友紀 



 「浜松八幡宮」 

 浜松市立八幡中学校  影山 裕斗 



 「夏の思い出」 

 浜松市立江西中学校  鳥羽山 風花 



 「『普賢象桜』と『新校舎』」 

 浜松市立蜆塚中学校  沼澤 希 



 「いつまでも残る、春のトンネル」 

 浜松市立蜆塚中学校  佐藤 帆奈美 



 「浜松城公園の道」 

 浜松市立中部中学校  飯塚 実里 



 「浜松城」 

 浜松市立中部中学校  原田 光樹 



 
「六年間の思い出」 
 
 浜松市立中部中学校 
 

橋本 ふね 



 「亀山トンネル」 

 浜松市立中部中学校  井川 祐一郎 



 「自然の力」 

 浜松市立中部中学校  丸花 真斗 



 「親水公園」 

 浜松市立中部中学校  大石 紗菜 



 「浜松のモネの庭」 

 浜松市立中部中学校  水野 太貴 



 「私たちの東照宮」 

 静岡大学教育学部付属浜松中学校 鈴木 ころも 



 「浜松城」 

 静岡大学教育学部付属浜松中学校 朝比奈 奎人 



 「芳川の自然」 

 浜松市立東陽中学校  堀内 愛珠 



 「安間川の小さな橋」 

 浜松市立東陽中学校  新見 アビネ 



 「水門」 

 浜松市立東陽中学校  小住 紗奈 



 
「普門寺」 
 
 浜松市立東陽中学校 
 

渡辺 和重 



 「龍泉寺」 

 浜松市立東陽中学校  關 菜那美 



 「永松寺」 

 浜松市立東陽中学校  立花 祥都 



 「弘誓寺」 

 浜松市立東陽中学校  松尾 杏夕莉 



 「住吉神社」 

 浜松市立東陽中学校  神谷 仁 



 「六年間見てきた場所」 

 浜松市立可美中学校  沼田 有未 



 「緑に見守られて」 

 浜松市立可美中学校  松下 香蓮 



 「昔からある神社」 

 浜松市立可美中学校  鈴木 達也 



 「心に残るもの」 

 浜松市立可美中学校  大場 心晴 



 「森の中のキャンプ場」 

 浜松市立都田中学校  渥美 七晴 



 「滝沢の伝統」 

 浜松市立都田中学校  山下 茉穂 



 
「森の奥の 

   広がる景色」 
 
 浜松市立都田中学校 
 

里 行哉 



 「お参りに行こう」 

 浜松市立三方原中学校  明間 幸枝 



 「残したい景色」 

 浜松市立三方原中学校  松島 凛々花 



 「季節を楽しむ」 

 浜松市立三方原中学校  杉村 彩 



 「歴史ある姫街道」 

 浜松市立三方原中学校  北島 未悠 



 「三中のひびき」 

 浜松市立三ヶ日中学校  夏目 郁和 



 「三ヶ日みかん」 

 浜松市立三ヶ日中学校  加藤 茉琴 



 「歴史ある赤橋」 

 浜松市立三ヶ日中学校  夏目 佳知 



 「山倉寺」 

 浜松市立三ヶ日中学校  鈴木 悠介 



 「静寂な聖地」 

 浜松市立三ヶ日中学校  中村 育豊 



 
「帰り道」 
 
 浜松市立北浜中学校 
 

加藤 日彩 



 「橋の先に見える景色」 

 浜松市立北浜中学校  加藤 花 



 「沼神社」 

 浜松市立北浜中学校  石原 輝星 



 「裏から見た貴布祢神社」 

 浜松市立北浜中学校  竹内 愛香 



 「思い出の場所」 

 浜松市立北浜東部中学校  近藤 那南 



 
「歴史と未来を継なぐ、 

    犬とくすの木」 
 
 浜松市立清竜中学校 
 

加藤 優音 



 「いつも通る道」 

 浜松市立鷲津中学校  柚原 佳乃羽 



 「蜆塚中学校」 

 浜松市立広沢小学校  菅沼 響 



 「中区鹿谷町」 

 浜松市立広沢小学校  前島 優翔 



 「中区蜆塚」 

 浜松市立広沢小学校  新間 ひまわり 



 「浜松大好き！」 

 浜松市立佐鳴台小学校  河野 萌花 



 
「わたしのすきな 
  モニュメント」 
 
 浜松市立瑞穂小学校 
 

村上 那奈 



 「しいの木谷のき重な生き物」 

 浜松市立富塚西小学校  池谷 亮汰 



 「四季を感じる毎日」 

 浜松市立佐藤小学校  平野 希望花 



 「浜松市小学校三十分間回泳」 

 浜松市立萩丘小学校  前田 吏来 



 
「私のまちの文化」 
 
 浜松市立萩丘小学校 
 

植田 菜月 



 「いちょう公園」 

 浜松市立葵西小学校  木村 倫己 



 「夏の浜松城」 

 浜松市立葵西小学校  前嶋 優里 



 「家康の城 浜松城」 

 浜松市立葵西小学校  宮本 祥太朗 



 「弁天島・浜松城・アクトタワー・松並木」 

 浜松市立葵西小学校  鈴木 沙弥 



 「春の浜松城」 

 浜松市立葵西小学校  鈴木 楓 



 「昔からの歴史」 

 浜松市立葵西小学校  ディン ニャット ティエン 



 
「私のまちのじまん」 
 
 浜松市立葵西小学校 
 

保科 吏李 



 「浜松城」 

 浜松市立葵西小学校  一瀨 隼人 



 
「出世城と桜」 
 
 浜松市立葵西小学校 
 

永岡 素晴 



 「春の桜と浜松城」 

 浜松市立葵西小学校  田丸 友貴 



 「歴史の城」 

 浜松市立葵西小学校  古子 妃那多 



 
「浜松城」 
 
 浜松市立葵西小学校 
 

藤森 天彩 



 「笑顔のもと『浜松まつり』」 

 浜松市立葵西小学校  野口 緋南 



 「東名高速道路」 

 浜松市立葵西小学校  登立 万葉 



 「姫街道と元気な松」 

 浜松市立葵西小学校  柴田 結衣 



 「通学路」 

 浜松市立葵西小学校  富田 隼人 



 「まどからみえる景色」 

 浜松市立葵西小学校  鈴木 里緒 



 「ぼくのまちの萩の原神社」 

 浜松市立葵西小学校  高山 唯斗 



 「医大宿舎の桜トンネル」 

 浜松市立有玉小学校  外村 ノエル 



 「笑顔のバトン」 

 浜松市立笠井小学校  中道 沙希 



 
「旧笠井郵便局」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

渥美 心稀 



 
「えびす森古墳」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

東原 日向 



 
「笠井まつり」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

内山 拓巳 



 「私の天竜川」 

 浜松市立笠井小学校  間 湖心和 



 
「長生きしてね」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

鈴木 日菜 



 「だるま市」 

 浜松市立笠井小学校  齋藤 藍子 



 「笠井まつり わたしの地区の屋台」 

 浜松市立笠井小学校  長谷川 釉己 



 「てんぐ」 

 浜松市立笠井小学校  嶋田 龍人 



 
「笠井まつり」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

神谷 弥幸 



 「大すきな春日神社」 

 浜松市立笠井小学校  鈴木 瀬奈 



 
「田んぼの上に 
 打ち上がる花火」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

杉浦 紗英 



 
「祭り」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

古屋 実莉 



 
「約百四十年前から 

  続く笠井まつり」 
 
 浜松市立笠井小学校 
 

森田 愛菜 



 「お宮様の桜の木」 

 浜松市立笠井小学校  間木 悠喜 



 「笠井観音 だるま市」 

 浜松市立笠井小学校  加藤 菜々子 



 「『きれい』がいっぱい」 

 浜松市立神久呂小学校  加藤 優依 



 「ホタル」 

 浜松市立神久呂小学校  和久田 理統 



 「じんじゃ」 

 浜松市立伊佐見小学校  岡田 圭翔 



 
「祭りだ 屋たいだ 

     太こだ！」 
 
 浜松市立伊佐見小学校 
 

古橋 遥七 



 
「篠原ブランド」 
 
 浜松市立篠原小学校 
 

伊藤 湊心 



 
「佐鳴湖花火」 
 
 浜松市立大平台小学校 
 

江間 紅音 



 「響け、太鼓。響け､心！」 

 浜松市立舞坂小学校  鈴木 真子 



 「思い出の浜名湖」 

 浜松市立舞坂小学校  寺澤 咲奈 



 「弁天島」 

 浜松市立舞坂小学校  鈴木 悠次郎 



 「西大山白山神社」 

 浜松市立和地小学校  山本 誉 



 「大平山公園の遊具」 

 浜松市立和地小学校  加藤 大馳 



 「疲れた私の休憩所」 

 浜松市立和地小学校  山本 侑来 



 「いつも通る道」 

 浜松市立和地小学校  池野 真菜 



 「正面か見た白山神社」 

 浜松市立和地小学校  伊藤 羽海 



 「三・四年生の女子だけ踊る女子だけの思い出」 

 浜松市立和地小学校  鈴木 さくら 



 「よく遊んだ遊具」 

 浜松市立和地小学校  徳増 大和 



 「残ってほしい白山神社」 

 浜松市立和地小学校  ゴトー ルアン 



 「百一年の聖徳神社」 

 浜松市立和地小学校  宮野 純大朗 



 「ぼくの宝物」 

 浜松市立和地小学校  渥美 堅太 



 「私の部屋から見える景色」 

 浜松市立和地小学校  五十川 晴菜 



 「よく遊んだ遊具」 

 浜松市立和地小学校  伊藤 渓 



 「和地の町の自然と道路」 

 浜松市立和地小学校  賀茂 涼翔 



 「しのがや公園」 

 浜松市立和地小学校  橋爪 寛人 



 「はとる公園」 

 浜松市立和地小学校  宗像 愛姫莉 



 「津島神社」 

 浜松市立和地小学校  鈴木 柳之介 



 「ホタルが光るステキな世界」 

 浜松市立和地小学校  古𣘺 七楓 



 「新津の森」 

 浜松市立新津小学校  青木 莉依瑠 



 
「竜ヶ岩洞のたき」 
 
 浜松市立新津小学校 
 

打越 保稀 



 
「天竜十号！」 
 
 浜松市立飯田小学校 
 

杉山 美花莉 



 
「自慢の屋台・白糸連」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

和田 有未 



 
「阿蔵の屋台」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

鈴木 蓮菜 



 「椎ヶ脇神社と大木」 

 浜松市立二俣小学校  鈴木 花実 



 「天竜浜名湖鉄道と転車台」 

 浜松市立二俣小学校  塩崎 咲喜子 



 「清瀧の滝」 

 浜松市立二俣小学校  鈴木 琉花 



 「かまど」 

 浜松市立二俣小学校  岩田 華奈 



 「教室からの風景」 

 浜松市立二俣小学校  和田 実樹 



 
「日本一のぼ山連」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

袴田 有里奈 



 
「わたしのたからもの」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

長尾 奈央 



 「鳥羽山のてんぼう台から見た景色」 

 浜松市立二俣小学校  若森 天璃 



 
「ＳＬ公園のＳＬ」 
 
 浜松市立二俣小学校 
 

中嶋 澪 



 「３人の思い出の二俣小学校」 

 浜松市立二俣小学校  芦澤 碩斗 



 「昔にもどる新居関所」 

 湖西市立新居小学校  佐々木 碧海 


