
賞 学校名 氏名 題材名

浜松市長賞 浜松市立東陽中学校 上仲げんた 水路沿いの自然

浜松市長賞 浜松市立蒲小学校 延本佳子 光禅寺の大日如来坐像

静岡県教育長賞 浜松市立可美中学校 中塚美翔 新しい年を願う

静岡県教育長賞 浜松市立葵西小学校 鈴木菜の花 受け継がれてきた伝統

浜松市教育長賞 浜松市立可美中学校 纐纈彩風 かけがえのない場所

浜松市教育長賞 浜松市立気賀小学校 外山紗久羅 灯篭流し花火大会

学校賞 浜松市立可美中学校 杉山真也

学校賞 浜松市立葵西小学校 杉本雄之介

浜松ユネスコ会長賞 浜松市立可美中学校 松下香蓮 待ち時間

浜松ユネスコ会長賞 浜松市立白脇小学校 澤柳帆花 守りたい中田島砂丘

商工会議所会頭賞 浜松市立南部中学校 松浦菜々香 遠州織物の織機

商工会議所会頭賞 浜松市立二俣小学校 佐口瑛仁 二俣自慢の美術館

中日新聞東海本社賞 浜松市立八幡中学校 影山裕斗 時を超えて輝き続ける職人の技

中日新聞東海本社賞 浜松市立富塚西小学校 三木田陽太郎 天浜線

静岡新聞静岡放送賞 浜松市立北浜中学校 加藤花 夏の都田川

静岡新聞静岡放送賞 浜松市立舞阪小学校 髙橋愛瑠 舞阪大太鼓祭り

中区長賞 浜松市立江西中学校 上平真衣 どこまでも

中区長賞 浜松市立佐鳴台小学校 石原匡隆 浜松城

東区長賞 浜松市立北浜中学校 松本乃依 夕暮れに染まる天竜川

東区長賞 浜松市立笠井小学校 鈴木貫太 昔のポスト

西区長賞 浜松市立神久呂小学校 松井万弥 神久留神社

南区長賞 浜松市立東陽中学校 松下晴香 希望の花

南区長賞 浜松市立白脇小学校 品田紗和 浜松まつり

北区長賞 浜松市立三ケ日中学校 竹上貴朗 平山の滝

北区長賞 浜松市立気賀小学校 鶴見虎太郎 桜満開姫様道中

浜北区長賞 浜松市立麁玉中学校 緒續舞 風情のある曲水庭園

浜北区長賞 浜松市立浜北北部中学校 田光七夏 空に舞う竜

天竜区長賞 浜松市立葵西小学校 髙橋沙矢花 白倉峡の滝



賞 学校名 氏名 題材名

佳作 浜松市立高台中学校 森樹 遠くなってしまった校庭

佳作 浜松市立高台中学校 加藤春樹 「オイショ！！」

佳作 浜松市立南部中学校 大木惺楽 おいしいみかんがいっぱい

佳作 浜松市立東陽中学校 山内カイヤン 西町の蓮田

佳作 浜松市立東陽中学校 唐澤楓 毘沙門寺

佳作 浜松市立東陽中学校 中津川嘉人 林泉寺

佳作 浜松市立東陽中学校 岡彩乃 水神社

佳作 浜松市立東陽中学校 鈴木竣也 神明神社

佳作 浜松市立可美中学校 青柳里奈 木々と思い出

佳作 浜松市立可美中学校 竹山美優 地域を見守る

佳作 浜松市立可美中学校 坂田侑紀奈 愛され続ける神社

佳作 浜松市立三方原中学校 宮先美空 手筒花火

佳作 浜松市立北星中学校 柴里桜 初夏の萩の原神社

佳作 浜松市立北浜中学校 太田陽菜 私のまちの散歩道

佳作 浜松市立浜北北部中学校 鈴木羽杏 思い出の線路

佳作 浜松市立浜北北部中学校 佐野治子 石畳の道

佳作 浜松市立富塚西小学校 長尾かりん 三社神社

佳作 浜松市立富塚西小学校 山本啓雅 きれいな新川

佳作 浜松市立富塚西小学校 大橋心優 新川

佳作 浜松市立富塚西小学校 塚本翔太朗 佐鳴湖に沈む夕日

佳作 静岡大学教育学部附属浜松小学校 藤原侑莉 たきや漁

佳作 浜松市立佐鳴台小学校 宮本諒太朗 きらびやかに光る屋台

佳作 浜松市立葵西小学校 安立衣織 音楽の街

佳作 浜松市立葵西小学校 亀田桃子 まちの秘宝

佳作 浜松市立笠井小学校 水野空翔 春日神社大祭

佳作 浜松市立笠井小学校 長谷川釉己 笠井のてんぐ

佳作 浜松市立舞阪小学校 源馬瑞希 浜名湖

佳作 浜松市立可美小学校 横木楓蓮 百年後のお祭り

佳作 浜松市立気賀小学校 根本海玖人 生物多様性

佳作 浜松市立光明小学校 渡辺天 鬼岩（おにわ）

佳作 浜松市立二俣小学校 増田楓 うらやすのまい

佳作 浜松市立二俣小学校 髙谷拡夢 日本一の大黒天

佳作 湖西市立東小学校 髙栁俐心 歴史ある伝統的な神社



賞 学校名 氏名 題材名

入選 浜松市立富塚中学校 小林大祐 神殿松

入選 浜松市立佐鳴台中学校 丸田波絵 浜松城公園の道

入選 浜松市立佐鳴台中学校 津島沙良 歴史のある𣘺

入選 浜松市立佐鳴台中学校 山下健翔 道

入選 浜松市立江西中学校 仲子巧真 変わらない風景

入選 浜松市立南部中学校 中村妃良 浜松城と満開の桜

入選 浜松市立南部中学校 藤井里奈 いつまでもつづけ浜松祭り

入選 浜松市立南部中学校 鈴木爽葉 弁天島の夕暮れ

入選 浜松市立南部中学校 イシャンイクバル もうすぐたこあげ

入選 静岡大学教育学部附属浜松中学校 佐々木創良 ぬくもりの森

入選 静岡大学教育学部附属浜松中学校 朝比奈奎人 広沢トンネル

入選 静岡大学教育学部附属浜松中学校 杉山侑生 弁天の大鳥居

入選 浜松市立神久呂中学校 古橋佑莉 緑

入選 浜松市立舞阪中学校 江間一誓 街のシンボル

入選 浜松市立東陽中学校 菱田さゆり 河輪土地改良事業記念碑

入選 浜松市立東陽中学校 西山紅由妃 林泉寺

入選 浜松市立東陽中学校 伊藤柚葉 がんてんやま

入選 浜松市立東陽中学校 山下瑞貴 林泉寺

入選 浜松市立東陽中学校 立花祥都 浜松城公園

入選 浜松市立東陽中学校 野沢百花 春の寺

入選 浜松市立可美中学校 沼田有未 公園での思い出

入選 浜松市立可美中学校 西本悠真 もっと遊びたかったね

入選 浜松市立可美中学校 星野佑太 緑のトンネル

入選 浜松市立三方原中学校 川合凛 三幸神社

入選 浜松市立三方原中学校 宮野陽菜 日本庭園

入選 浜松市立三方原中学校 駒田光希 つなぐ湖

入選 浜松市立三方原中学校 小泉真奈美 静かで自然が美しい公園

入選 浜松市立三方原中学校 浅倉　羽純 大切な場所

入選 浜松市立三方原中学校 平野寧々 道をぬけたら

入選 浜松市立三方原中学校 林夢良 見守ってくれる木

入選 浜松市立三方原中学校 グエン　ヴィン　キー 夕日の時

入選 浜松市立都田中学校 青田和真 水の流れ

入選 浜松市立都田中学校 安間龍成 夏と大自然

入選 浜松市立都田中学校 當眞志生 失われるたからもの



賞 学校名 氏名 題材名

入選 浜松市立三ケ日中学校 清水美里 部屋から見える大自然

入選 浜松市立三ケ日中学校 堀尾賢生 これからも残していきたい場所

入選 浜松市立三ケ日中学校 江上凛太郎 三ヶ日駅

入選 浜松市立三ケ日中学校 堀川日瑚 浜松張子

入選 浜松市立北星中学校 武田香織 遠くへ

入選 浜松市立北浜中学校 冨永ひより 寄り道

入選 浜松市立北浜中学校 藤山みゆき けやき

入選 浜松市立北浜中学校 月花鈴奈 小学校にそびえたつ木

入選 浜松市立北浜中学校 石黒千尋 祖母との思い出

入選 浜松市立北浜中学校 仲野琴子 真夏の祭の屋台

入選 浜松市立北浜中学校 渥美晴菜 小さいころから変わらない場所

入選 浜松市立北浜中学校 鈴木優里菜 須賀神社

入選 浜松市立浜北北部中学校 菅原渉 夜の遠州大念仏

入選 浜松市立浜北北部中学校 宮崎晴登 御馬ケ池の自然

入選 浜松市立浜北北部中学校 森下瑠音 見守ってくれる宝物

入選 浜松市立浜北北部中学校 鈴木舞 鳥居の奥には

入選 浜松市立浜北北部中学校 和田雛莉 変わっていく景色

入選 浜松市立浜北北部中学校 大井誉玲 仁王門

入選 浜松市立浜北北部中学校 鈴木碧海 自然

入選 浜松市立浜北北部中学校 市川裕記乃 木もれ日

入選 浜松市立浜北北部中学校 大井美海 燃えた夏

入選 浜松市立浜北北部中学校 鈴木茉生 変化してほしくない場所

入選 浜松市立浜名中学校 桂百穂 子どもたちのお城

入選 湖西市立鷲津中学校 松下水咲 ユリカモメが集う場所

入選 浜松市立富塚西小学校 鈴木孝幸 身近なたから

入選 浜松市立富塚西小学校 中村夏妃 三社神社

入選 浜松市立富塚西小学校 野澤寛登 ぼくたちの新川

入選 浜松市立富塚西小学校 宮野菜々子 冨塚しんめいぐう

入選 浜松市立富塚西小学校 前田芽生希 浜松市の宝物「浜松城」

入選 浜松市立富塚西小学校 袴田昊 緑いっぱいの浜松城

入選 静岡大学教育学部附属浜松小学校 山添華麗奈 空までのびたアクトタワー

入選 浜松市立佐鳴台小学校 石井究 鷗駅（ステーション）



賞 学校名 氏名 題材名

入選 浜松市立葵西小学校 村田奈々香 アクトタワー

入選 浜松市立葵西小学校 筒井優菜 守ろう浜名湖

入選 浜松市立葵西小学校 鈴木鉄心 浜松城

入選 浜松市立葵西小学校 髙田友理 今と昔の感じ方

入選 浜松市立葵西小学校 冨松みさき 『笑顔集まる、夏祭り』

入選 浜松市立葵西小学校 柴田未渚 ゆかりある浜松城

入選 浜松市立瑞穂小学校 倉田大誠 遠州姫街道

入選 浜松市立萩丘小学校 植田菜月 あつい、浜松祭り

入選 浜松市立県居小学校 小楠里空 浜松まつり

入選 浜松市立笠井小学校 山本和美 だるま市

入選 浜松市立笠井小学校 田地川竜吾 だるま

入選 浜松市立笠井小学校 齋藤藍子 笠井観音

入選 浜松市立笠井小学校 有海陽音 十日市のだるま

入選 浜松市立蒲小学校 神谷康世 アクトタワー

入選 浜松市立蒲小学校 加藤ゆい 世界に一つだけのかば桜

入選 浜松市立蒲小学校 宮﨑つばき 浜松のシンボル

入選 浜松市立蒲小学校 西澤遼河 浜名湖のウナギ

入選 浜松市立伊佐見小学校 木村咲澄 はたらきものの水車

入選 浜松市立伊佐見小学校 松井千夏 みんな大好き伊佐地川

入選 浜松市立伊佐見小学校 嶋野旭 常夜灯

入選 浜松市立大平台小学校 丹羽菜々花 大平大橋

入選 浜松市立舞阪小学校 森あやか 弁天島のたからもの

入選 浜松市立舞阪小学校 伊藤夏海 海の気持ち

入選 浜松市立新津小学校 石塚寛人 大通院の門

入選 浜松市立白脇小学校 藤田菜那 私たちの浜松城を守ろう

入選 浜松市立砂丘小学校 片山脩麻 アカウミガメと真っ青な海

入選 浜松市立砂丘小学校 高澤　優来 いつまでも海の美しさ

入選 浜松市立西気賀小学校 小川唯菜 家から見た浜名湖

入選 浜松市立光明小学校 末永詩乃 天然記念物

入選 浜松市立二俣小学校 鈴木泉 元気がでる木

入選 浜松市立二俣小学校 松井璃乃 本田宗一郎ものづくり伝承館

入選 浜松市立二俣小学校 前野颯志 坂の上の美術館

入選 浜松市立二俣小学校 長尾奈央 信康のはか

入選 浜松市立二俣小学校 若森天璃 諏訪神社


