
番号 入　　　　賞 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　　品　　　名
44 日本ユネスコ協会連盟会長賞 菊地　永愛 女 第二小学校 4年1組 白石城
11 柴田　はな 女 第一小学校 2年1組 白石のこけしの絵
98 小松　侑生 男 東中学校 1年1組 夏の神明社
60 中町親商会賞 森　亮太 男 第二小学校 6年2組 白石駅
97 水守の郷賞 半澤　梨佳 女 白石中学校 3年3組 緑豊かな風景
16 白石うーめん賞 山崎　りら 男 第一小学校 3年1組 白石にすんでよかったな
15 菅野　紗雪 女 第一小学校 3年1組 白石川
45 原田　颯梧 男 第二小学校 4年1組 こじゅうろうキッズランド
74 平間　琴葉 女 白川小学校 2年1組 白川３区の仮装盆踊り大会
96 小片　哲士 女 白石中学校 3年1組 蝉の羽化
103 山北　真緒 女 東中学校 2年2組 片倉家御廟所
123 鈴木　らん 女 福岡中学校 3年1組 ポチ武者小十郎
7 目黒　由姫乃 女 第一小学校 1年2組 みんなのおしろ
12 鈴木　善 女 第一小学校 2年2組 春まつりのたいこ
35 原田　光颯 男 第二小学校 2年1組 白石三白野菜
43 加藤　怜 男 第二小学校 4年1組 白石城
65 安藤　紅音 女 越河小学校 ６年生 空気と星
66 佐久間　陽菜乃 男 大平小学校 2年1組 びしゃもんどう
106 渋谷　真生 女 福岡中学校 1年2組 こけし
111 大沼　聖來 男 福岡中学校 1年2組 春の桜と常林寺
115 八巻　碧 女 福岡中学校 2年1組 白石武家屋敷
116 志村　萌 女 福岡中学校 2年1組 神明神楽
117 日下　明 女 福岡中学校 2年1組 私の暮らす町、守りたい風景
124 今川　咲良 男 福岡中学校 3年1組 おがる石

番号 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　品　　名 入　　賞 展 示 場 所
1 石川　義人 男 白石第一小学校 １年１組 こけし ジャスト
2 佐藤　陽輝 男 白石第一小学校 １年１組 沢端川のこい マルハン
3 沼崎　藍衣 女 白石第一小学校 １年１組 しろいしじょう ジャスト
4 山田　凛乎 女 白石第一小学校 １年１組 しろいしじょう すまる屋敷
5 石田　樹 男 白石第一小学校 １年２組 しろいしのゆうやけ ジャスト

令和元年度白石ユネスコ協会主催「わたしの町のたからもの絵画展（まちかど美術館）」各賞及び展示場所一覧

 白石ユネスコ協会会長賞（２点）

優秀賞（６点）

優良賞（１２点）

・令和元年度作品応募数　合計 １37点



番号 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　品　　名 入　　賞 展 示 場 所
6 原　みなみ 女 白石第一小学校 １年２組 政寿司 長橋時計店
7 目黒　由姫乃 女 白石第一小学校 １年２組 みんなのおしろ 優良 佐藤清治製麺
8 角張　友駿 男 白石第一小学校 ２年１組 花火 ジャスト
9 佐々木　あやな 女 白石第一小学校 ２年１組 こけし大好き ジャスト
10 志子田　瑞希 男 白石第一小学校 ２年１組 白石じょう ジャスト
11 柴田　はな 女 白石第一小学校 ２年１組 白石のこけしの絵 白ユ協 仙南信金東店
12 鈴木　善 男 白石第一小学校 ２年２組 春まつりのたいこ 優良 たかじん
13 松本　心穏 男 白石第一小学校 ２年２組 白石じょう ジャスト
14 石川　昌成 男 白石第一小学校 ３年１組 神明社 ジャスト
15 菅野　紗雪 女 白石第一小学校 ３年１組 白石川 優秀 仙南信金駅前店
16 山崎　りら 女 白石第一小学校 ３年１組 白石にすんでよかったな うーめん 郵便局
17 山田　結子 女 白石第一小学校 ３年１組 桜の小径 スズキミート
18 庄司　茉生 女 白石第一小学校 ４年１組 さわばた川のこい よっちゃんの庭工房
19 原　悠斗 男 白石第一小学校 ４年２組 政寿司 山田楽器店
20 小室　晴夢 男 白石第一小学校 ５年１組 花火と白石城 千田生花店
21 佐々木　勇 男 白石第一小学校 ５年１組 わたしの家のこけし 菅野薬局
22 髙橋　秀斗 男 白石第一小学校 ５年２組 白石城 アテネ
23 早坂　真志 男 白石第一小学校 ５年２組 白石城 村田屋製菓
24 毛利　花凛 女 白石第一小学校 ５年２組 わたしの町のたからもの 阿部ふとん店
25 石川　歓奈 女 白石第一小学校 ６年１組 白石城 はたけなか製麺
26 佐藤　さくら 女 白石第一小学校 ６年１組 白石城　大手門 高橋歯科
27 新山　紗耶 女 白石第一小学校 ６年１組 白石市 靴のワタナベ
28 山村　蒼音 女 白石第一小学校 ６年１組 こけし やまぶき亭
29 勝木　優希 男 白石第一小学校 ６年２組 小原の滝 ジャスト
30 木村　柚葉 女 白石第一小学校 ６年２組 よさこい走乱白石城と白石城 秋山時計店
31 佐久間　優衣 女 白石第一小学校 ６年２組 材木岩 丸秀
32 柴田　昊 男 白石第一小学校 ６年２組 みなれている風景 ジャスト
33 服部　玲奈 女 白石第一小学校 ６年２組 白石城 上西米穀店
34 疋田　海應 男 白石第一小学校 ６年２組 お稲荷さん まるや園
35 原田　光颯 男 白石第二小学校 ２年１組 白石三白野菜 優良 あさひ理容
36 鈴木　蓮 女 白石第二小学校 ２年２組 さわばた川 ジャスト
37 太齋　望美 女 白石第二小学校 ２年２組 斎川小学校 ジャスト
38 山口　真侑 女 白石第二小学校 ２年３組 いつまでも残っていてほしいなあ ジャスト
39 小野　桧莉 女 白石第二小学校 ３年１組 こけしとわたし ジャスト
40 髙橋　結 女 白石第二小学校 ３年２組 春の白石城 ジャスト



番号 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　品　　名 入　　賞 展 示 場 所
41 赤間　心春 男 白石第二小学校 ３年３組 白石城 ジャスト
42 大場　心夢 女 白石第二小学校 ３年３組 夏の白石城 ジャスト
43 加藤　怜 女 白石第二小学校 ４年１組 白石城 優良 不忘印刷
44 菊地　永愛 女 白石第二小学校 ４年１組 しぜんのたから　材木岩 日ユ協会長 仙台銀行
45 原田　颯梧 男 白石第二小学校 ４年１組 こじゅうろうキッズランド 優秀 仙南信金本店
46 船山　蒼月 男 白石第二小学校 ４年１組 白石城 三栄電機
47 万城目　梨紗 男 白石第二小学校 ４年１組 兄のこけし ジャスト
48 黒澤　美智 男 白石第二小学校 ４年２組 ホワイトキューブ ジャスト
49 齋藤　駿 男 白石第二小学校 ４年２組 山と沼 ジャスト
50 渡邊　悠太 男 白石第二小学校 ４年２組 白石城 風と大地のおかず屋
51 佐藤　和翔 男 白石第二小学校 ４年３組 じまんの白石城 ジャスト
52 佐藤　優 女 白石第二小学校 ４年３組 白石のたからもの　白石城 うーめん番所
53 寺澤　飛唯路 女 白石第二小学校 ４年３組 白石の花火 ジャスト
54 吉野　佑璃 女 白石第二小学校 ５年１組 ぶけ屋しき まるほ
55 中澤　涼人 女 白石第二小学校 ５年２組 白石城の花見 ハタノ薬局
56 吉野　響稀 男 白石第二小学校 ５年２組 ぼくの町のたからもの ジャスト
57 大橋　康平 男 白石第二小学校 ５年３組 白石蔵王駅の新幹線 茂泉時計店
58 鈴木　夏陽 男 白石第二小学校 ５年３組 白石城 平井染物屋
59 佐藤　那奏 男 白石第二小学校 ６年１組 春のおとずれ桜ふぶきと白石城 小室八百屋
60 森　亮太 男 白石第二小学校 ６年２組 白石駅 中町 七十七銀行
61 梶川　永遠 男 白石第二小学校 ６年４組 まんぞういなり神社 ふとんの丸京
62 原田　心颯 女 白石第二小学校 ６年４組 しらさぎ橋 伊新薬局
63 齋藤　愛菜 女 越河小学校 ５年生 田んぼと白さぎ アテネ
64 半澤　柚良 女 越河小学校 ５年生 わたしの町のたからもの　田んぼ ジャスト
65 安藤　紅音 女 越河小学校 ６年生 空気と星 優良 菓匠三全
66 佐久間　陽菜乃 女 大平小学校 2年1組 びしゃもんどう 優良 アテネ
67 菅野　結 女 大平小学校 5年1組 新幹線と在来線 アテネ
68 佐藤　蒼獅郎 男 大平小学校 2年1組 夏祭りの思い出 しなの屋
69 遠藤　大翔 男 大鷹沢小学校 １年１組 なないろとんぼ アテネ
70 大町　咲綾 女 大鷹沢小学校 ５年１組 トンボと稲 ジャスト
71 佐藤　大和 男 白川小学校 １年１組 しょうぼうだんつめしょをけんがくしたよ ジャスト
72 佐藤　咲樹夏 女 白川小学校 １年１組 しょうぼうだんつめしょをけんがくしたよ 馬上蒲鉾
73 遠藤　瑠夏 女 白川小学校 １年１組 しょうぼうだんつめしょをけんがくしたよ ジャスト
74 平間　琴葉 女 白川小学校 ２年１組 白川３区の仮装盆踊り大会 優秀 仙南信金駅前店
75 大野　桃子 女 白川小学校 2年1組 白石うーめん ジャスト



番号 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　品　　名 入　　賞 展 示 場 所
76 大野　倖太郎 男 白川小学校 ３年１組 家から見たけしき 森巳酒店
77 宍戸　柊哉 男 白川小学校 ３年１組 オニヤンマ ジャスト
78 大野　蒼太 男 白川小学校 ３年１組 自然の中の川 ジャスト
79 佐藤　慶季 男 白川小学校 ５年１組 ２万年前の物 ジャスト
80 遠藤　綾夏 女 白川小学校 ６年１組 盆おどり カネマン
81 遠藤　いづみ 女 白川小学校 ６年１組 なつかしの庭 ジャスト
82 阿部　太星 男 白川小学校 ６年１組 熊野神社 ジャスト
83 阿部　舜生 男 白川小学校 ６年１組 内親の風景 やなぎや
84 高野　裕輝 男 福岡小学校 １年１組 ぼくのいえ ジャスト
85 木須　瑠威 男 福岡小学校 １年１組 深谷公民館 ジャスト
86 柴田　海晴 男 福岡小学校 １年１組 白石の山は虫がいっぱい ジャスト
87 小野　愛莉 女 福岡小学校 ２年１組 白石城 ジャスト
88 髙橋　史桜 女 福岡小学校 ２年１組 わたしのたいせつな場しょ ジャスト
89 新山　笙弥 男 福岡小学校 ２年１組 白石城 ジャスト
90 橋本　虹来 女 福岡小学校 ４年１組 わたしの秘密の場所から見た白石 遠藤屋
91 平栗　悠貴 男 福岡小学校 ６年特支 小原の樹海 ジャスト
92 高橋　禀子 女 福岡小学校 ５年１組 白石の武家屋敷のバイカモ 丸吉
93 高橋　悠人 男 白石中学校 １年１組 夜の白石城 ジャスト
94 須田　結子 女 白石中学校 １年１組 武家屋敷 アテネ
95 李佳　暢 女 白石中学校 １年３組 風？車 アテネ
96 小片　哲士 男 白石中学校 ３年１組 蝉の羽化 優秀 七十七銀行
97 半澤　梨佳 女 白石中学校 ３年３組 緑豊かな風景 水守の郷 仙南信金本店
98 小松　侑生 男 東中学校 １年１組 夏の神明社 白ユ協会長 仙南信金駅前店
99 新山　蒼太 男 東中学校 １年１組 ホワイトキューブ ジャスト
100 岩松　優空 女 東中学校 １年２組 材木岩公園の検断屋敷 商工会議所
101 小林　慧 男 東中学校 ２年２組 最上屋 ジャスト
102 八巻　海斗 男 東中学校 ２年２組 夜に見える大きな城 ジャスト
103 山北　真緒 女 東中学校 ２年２組 片倉家御廟所 優秀 郵便局
104 伊藤　拓人 男 東中学校 ２年３組 田風景 ジャスト
105 鈴木　琴音 女 福岡中学校 １年１組 自然豊かな町 大庭スポーツ
106 渋谷　真生 女 福岡中学校 １年２組 こけし 優良 丸慶園
107 八巻　真綸 女 福岡中学校 １年２組 大好きな温麺屋 109-one
108 武田　恭佳 女 福岡中学校 １年２組 白石駅 ジャスト
109 黒澤　悠 男 福岡中学校 １年２組 僕の家の前から見た不亡山 ジャスト
110 大槻　陸 男 福岡中学校 １年２組 白石川の清流にすむ主 ジャスト



番号 氏 名 性別 学 校 名 学　年 作　　品　　名 入　　賞 展 示 場 所
111 大沼　聖來 女 福岡中学校 １年２組 春の桜と常林寺 優良 中央電機
112 四釜　奏音 男 福岡中学校 １年２組 私の宝物 ジャスト
113 野崎　竜世 男 福岡中学校 １年２組 祭り ジャスト
114 岩下　美優 女 福岡中学校 ２年１組 伝統文化、白石の町 ジャスト
115 八巻　碧 女 福岡中学校 ２年１組 白石武家屋敷 優良 蔵王スタジオ
116 志村　萌 女 福岡中学校 ２年１組 神明神楽 優良 吉見
117 日下　明 女 福岡中学校 ２年１組 私の暮らす町、守りたい風景 優良 アテネ
118 髙野　流碧 男 福岡中学校 ２年１組 白石城 ジャスト
119 鈴木　颯真 男 福岡中学校 ２年１組 白石城 ジャスト
120 境　響希 男 福岡中学校 ２年１組 自然に囲まれている家 ジャスト
121 阿子島　楓 女 福岡中学校 ２年１組 白石川 ジャスト
122 西山　樹 男 福岡中学校 ２年１組 白石城と四季 ジャスト
123 鈴木　らん 女 福岡中学校 3年1組 ポチ武者小十郎 優秀 仙台銀行
124 今川　咲良 女 福岡中学校 ３年１組 おがる石 優良 石津屋
125 日下　想 女 福岡中学校 ３年１組 いなか ジャスト
126 安彦　祐来 女 福岡中学校 ３年１組 白石城 アテネ
127 大野　千夏 女 福岡中学校 ３年１組 やまぶき ジャスト
128 佐藤　萌恵 女 福岡中学校 ３年１組 笠松太鼓 ジャスト
129 西野　妃莉 女 福岡中学校 ３年１組 白石城 ジャスト
130 鈴木　野乃佳 女 福岡中学校 ３年２組 ３頭の牛と自然 ジャスト
131 大浦　緋彩 男 福岡中学校 ３年２組 白石川と白石大橋 ジャスト
132 菊地　蒼太 男 福岡中学校 ３年２組 白石城 本木印刷所
133 髙野　悠樹 男 福岡中学校 ３年２組 いつもの風景 ジャスト
134 佐藤　翔 男 福岡中学校 ３年２組 わたしの町の白石城 ジャスト
135 鈴木　悠矢 男 福岡中学校 ３年２組 うーめんおいしいな ジャスト
136 長井　鳳成 男 福岡中学校 ３年２組 自然と牛 ジャスト
137 高橋　陽希 男 福岡中学校 ２年１組 こけし ジャスト


