
賞 学校名 氏名 題材名

浜松市長賞 浜松市立湖東中学校 倉田彩 町の人が集まる場所

浜松市長賞 浜松市立積志小学校 松田実桜 いつまでも続け　風船の絆

静岡県教育長賞 浜松市立佐鳴台中学校 山下健翔 町の中の湖

静岡県教育長賞 浜松市立富塚西小学校 鈴木瑛太 ＴＯＢＩＯ

浜松市教育長賞 浜松市立東陽中学校 西山紅由妃 アクトタワーの見える風景

浜松市教育長賞 浜松市立積志小学校 鈴木若花菜 会いたかったニホンカモシカ

学校賞 浜松市立東陽中学校 髙柳慎二

学校賞 浜松市立蒲小学校 下鶴志美

商工会議所会頭賞 浜松市立東陽中学校 菱田さゆり 天神社

商工会議所会頭賞 浜松市立蒲小学校 伊藤逞 まちのたから

浜松ユネスコ協会長賞 浜松市立東陽中学校 關菜那美 熊野神社

浜松ユネスコ協会長賞 浜松市立二俣小学校 若森天璃 二俣川

中日新聞東海本社賞 浜松市立北浜中学校 宮地冴瑛 なつかしい八雲神社

中日新聞東海本社賞 浜松市立広沢小学校 岡野蓮 令和から大正へタイムスリップ亀山トンネル

静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立東陽中学校 川口喜乃 夏の神社

静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立蒲小学校 大橋慶士 浜松城

中区長賞 浜松市立浜北北部中学校 平野紗徠 紅葉橋

中区長賞 浜松市立大平台小学校 西田真彩 椎の木谷の自然

東区長賞 浜松市立与進小学校 犬塚千尋 行者様

西区長賞 浜松市立可美中学校　 中塚美翔 町も照らす風物詩

西区長賞 浜松市立伊佐見小学校 鈴木悠海 後世につなぐ忠魂碑

南区長賞 浜松市立北浜中学校 上田真歩 私を見守ってくれた場所

南区長賞 浜松市立飯田小学校 近藤璃皇 自然にできたもよう

北区長賞 浜松市立南部中学校 山端星結 三ヶ日みかん

北区長賞 浜松市立気賀小学校 鶴見琴音 桜の花咲く天竜浜名湖鉄道

浜北区長賞 浜松市立浜名中学校 井口日美華 田園風景

浜北区長賞 浜松市立北浜南小学校 田中花笑 昔からある大切な龍燈

天竜区長賞 浜松市立浜北北部中学校 鈴木舞 日本一の天狗

天竜区長賞 浜松市立二俣小学校 袴田有里奈 大好き二俣祭り



賞 学校名 氏名 題材名

佳作 浜松市立佐鳴台中学校 藤村和奏 夕日に照らされた自然

佳作 浜松市立佐鳴台中学校 津島沙良 桜のアーチ

佳作 浜松市立佐鳴台中学校 鈴木このみ 竪穴住居

佳作 浜松市立八幡中学校 藤川瑛大 人と人を繋ぐ鉄道

佳作 浜松市立蜆塚中学校 舟崎和花 奥山線亀山トンネル跡地

佳作 浜松市立南部中学校 伊藤洸晴 浜松にこれからも残していきたい名物

佳作 浜松市立南部中学校 新井友菜 百年後もこの空を

佳作 浜松市立南部中学校 大石楓也 夕暮れの先の未来へ

佳作 静岡大学教育学部附属浜松中学校 大橋由布子 みよし湯

佳作 浜松市立新津中学校 伊藤涼花 豊かな緑

佳作 浜松市立東陽中学校 神谷仁 林泉寺の慰霊塔

佳作 浜松市立東陽中学校 松尾杏夕莉 津波避難タワー

佳作 浜松市立三ケ日中学校 倉地巧 天浜線とかもめ

佳作 浜松市立都田中学校 安間龍成 デジタルと自然

佳作 浜松市立浜北北部中学校 和田雛莉 城の存在

佳作 浜松市立浜北北部中学校 森下瑠音 私のたからもの

佳作 浜松市立北浜中学校 大塲光叶 守るべきみんなの風景

佳作 浜松市立北浜中学校 仲野琴子 祭の夜の神社

佳作 浜松市立広沢小学校 西尾知花 昔の生活を感じられる場所

佳作 浜松市立広沢小学校 稲川華央 町にある遺跡

佳作 浜松市立積志小学校 宮澤李菜 風船がつないだ友情のバトン

佳作 浜松市立蒲小学校 江間くるみ 毎日通るすてきな風景

佳作 浜松市立蒲小学校 竹内椰瑛 蒲のきれいな夜

佳作 浜松市立蒲小学校 三浦蒼真 ウミガメ放流

佳作 浜松市立笠井小学校 河島未空 笠井だるま市

佳作 浜松市立笠井小学校 長谷川釉己 笠井だるま市

佳作 浜松市立篠原小学校 今井海愛 玉ねぎ畑

佳作 浜松市立飯田小学校 兼子大輝 自然豊かな緑化推進センター

佳作 浜松市立砂丘小学校 高野月 桜まとう我が町の城

佳作 浜松市立南の星小学校 大石晴澄 石人の星公園

佳作 浜松市立白脇小学校 澤柳帆花 伝統漁「たきや漁」

佳作 浜松市立気賀小学校 外山紗久羅 三ケ日花火大会

佳作 浜松市立二俣小学校 高谷拡夢 二俣町の守り神



賞 学校名 氏名 題材名

入選 浜松市立佐鳴台中学校 杉山夏彩 愛すべき佐鳴湖花火

入選 浜松市立佐鳴台中学校 セラメニコル 坂を下ったところに・・・

入選 浜松市立佐鳴台中学校 大木温 何でもない特別な場所

入選 浜松市立佐鳴台中学校 丸田波絵 守り伝えたい場所

入選 浜松市立八幡中学校 佐藤花穏 給食後に見える景色

入選 浜松市立蜆塚中学校 山崎涼登 佐鳴湖

入選 浜松市立高台中学校 本田菜々花 明るく光る神社の木々

入選 浜松市立江西中学校 内海亜唯 身近なたからもの

入選 浜松市立新津中学校 中村優月 思い出の橋

入選 浜松市立新津中学校 川根志歩 緑深き木々と橋

入選 浜松市立新津中学校 松本愛衣 私の初めての場所

入選 浜松市立東陽中学校 菱田もみじ 雲竜山林泉寺

入選 浜松市立東陽中学校 山下瑞貴 熊野神社

入選 浜松市立東陽中学校 伊藤柚葉 林泉寺の六地蔵

入選 浜松市立東陽中学校 岡彩乃 浜松城公園

入選 浜松市立北星中学校 柴里桜 桜ロード

入選 浜松市立三ケ日中学校 小出瑚々菜 残したい故郷

入選 浜松市立三ケ日中学校 江上凛太郎 僕の町のプラットフホーム

入選 浜松市立三ケ日中学校 黒栁結愛 都築神社

入選 浜松市立三ケ日中学校 藤原康希 椿の原生林

入選 浜松市立三ケ日中学校 堀川日瑚 浜名湖の赤鳥居

入選 浜松市立三ケ日中学校 清水美里 緑いっぱいの大自然

入選 浜松市立三ケ日中学校 竹上貴朗 式内猪鼻湖神社



入選 浜松市立都田中学校 森島卓己 展望台

入選 浜松市立都田中学校 山下茉穂 遠州大念仏

入選 浜松市立都田中学校 秋葉一慶 浜松城

入選 浜松市立都田中学校 中村柚那 緑のまち

入選 浜松市立都田中学校 油井杏依子 都田駅周辺の山

入選 浜松市立都田中学校 花島結衣 木のトンネル前

入選 浜松市立北浜東部中学校 大隅優陽 思いでの道

入選 浜松市立浜北北部中学校 小野名月 光輝く夏の夜

入選 浜松市立浜北北部中学校 田光七夏 鏡に映る紅葉

入選 浜松市立浜北北部中学校 菅原渉 紅の木道

入選 浜松市立浜北北部中学校 稲谷るり 思いでの神社

入選 浜松市立浜北北部中学校 河合恵連 通学路の龍灯

入選 浜松市立浜北北部中学校 中野文翔 遠州大念仏

入選 浜松市立浜名中学校 深田美晴 アイガモ

入選 浜松市立北浜中学校 石原詩珠 大切な自然美

入選 浜松市立北浜中学校 金原花凜 百年の歴史と私の十二年

入選 浜松市立北浜中学校 兒島来春 心からの宝物

入選 浜松市立北浜中学校 月花鈴奈 横須賀神社の御神殿

入選 浜松市立北浜中学校 デシケイラ凛音 そびえ立つ浜松城

入選 浜松市立北浜中学校 鈴木優里菜 緑にかこまれた屋敷

入選 浜松市立清竜中学校 伊藤宏美 秋野不矩美術館

入選 浜松市立清竜中学校 野口かすみ 釣瓶縄切る武田の戦法

入選 浜松市立清竜中学校 和田有未 私のまちの屋台　白糸連

入選 浜松市立二俣小学校 和田実樹 天竜川を渡る天浜線

入選 浜松市立葵西小学校 河合香蓮 受けつがれる伝統

入選 浜松市立葵西小学校 伊藤未結 全力、まつりの凧揚げ

入選 浜松市立葵西小学校 熊谷魁桜 浜松祭

入選 浜松市立富塚西小学校 疋田優利 私の町の神社

入選 浜松市立富塚西小学校 中塚心彩 安座秋祭り

入選 浜松市立富塚西小学校 三木田陽太郎 残したい「しいの木谷」



入選 浜松市立富塚西小学校 玉川翔太郎 自然の畑

入選 浜松市立富塚西小学校 長尾果凛 ウミガメ

入選 浜松市立富塚西小学校 矢ノ下智也 浜名湖ととりい

入選 浜松市立富塚西小学校 鈴木健斗 新川

入選 浜松市立富塚西小学校 袴田昊 浜松のシンボル、アクトシティ、アクトタワー

入選 浜松市立富塚西小学校 三浦菜月 佐鳴湖公園

入選 浜松市立富塚西小学校 笠原羽希 食卓を彩る浜名湖

入選 浜松市立富塚西小学校 鈴木理紗 私たちの佐鳴湖

入選 浜松市立広沢小学校 菊地優佑 広沢トンネル

入選 浜松市立萩丘小学校 岩倉明音 四ツ池公園の桜

入選 浜松市立萩丘小学校 石丸光之介 あたご川

入選 浜松市立佐鳴台小学校 鈴木那央 早朝の佐鳴湖

入選 浜松市立佐鳴台小学校 宮本諒太朗 桜咲く蜆塚遺跡

入選 浜松市立蒲小学校 石井瑞桜 浜松城

入選 浜松市立蒲小学校 髙橋慧 ぼくの蒲のたからもの

入選 浜松市立蒲小学校 松下栞大 赤電

入選 浜松市立蒲小学校 原瑠衣斗 浜松の大切な城

入選 浜松市立蒲小学校 松下史弥 ばくの大好きな場所

入選 浜松市立蒲小学校 鈴木ここみ 浜松城

入選 浜松市立蒲小学校 森重彩音 浜松のシンボル

入選 浜松市立蒲小学校 石川心菜 私のお気に入りのアクトタワー

入選 浜松市立蒲小学校 外山莉心 みんなとわいわい楽しい時間

入選 浜松市立蒲小学校 德田明栞 まちのたからもの

入選 浜松市立蒲小学校 吉田恋菜 大きな一の鳥居

入選 浜松市立蒲小学校 藤原遙久 アクトシティ浜松

入選 浜松市立蒲小学校 杉本夕依 円通寺山門



入選 浜松市立笠井小学校 横井柚菜 私たちの町の「だるま市」

入選 浜松市立笠井小学校 小田千鶴 最後のお祭り

入選 浜松市立笠井小学校 杉浦紗英 いつでも活気にあふれた場所

入選 浜松市立笠井小学校 髙井寧々 笠井観音

入選 浜松市立笠井小学校 竹下和大 「このだるまほしいな～」

入選 浜松市立与進北小学校 清水瑚春 秋まつり

入選 浜松市立舞阪小学校 髙橋愛瑠 松並木と浪小僧

入選 浜松市立篠原小学校 内山颯梧 篠原川

入選 浜松市立和地小学校 森田琴美 代々伝わる津島神社

入選 浜松市立和地小学校 鈴木桜 春の浜松城

入選 浜松市立和地小学校 古橋里桜 人々の手で守りつがれてきた神社

入選 浜松市立和地小学校 芹澤昊弥 身近な歴史

入選 浜松市立新津小学校 鈴木萌花 六所神社と音羽の松

入選 浜松市立新津小学校 小野眞空 私のまちの大通院

入選 浜松市立新津小学校 小楠悠生 思い出の神社

入選 浜松市立新津小学校 上杉イサベル 学生たちの通学路

入選 浜松市立飯田小学校 鳥羽山快叶 いつも見かける残したい場所

入選 浜松市立飯田小学校 稲垣空蓮 自然感じる田んぼ

入選 浜松市立飯田小学校 河村くれは 天竜十号銅像

入選 浜松市立飯田小学校 前島阿実 福長浅雄の天竜１０号像

入選 浜松市立飯田小学校 大場椋晟 飯田の飛行機

入選 浜松市立飯田小学校 山本恵理 アイガモが作る米

入選 浜松市立飯田小学校 芦川弘樹 あんま川

入選 浜松市立飯田小学校 島根滉成 芳川の急流

入選 浜松市立飯田小学校 髙井文寧 飯田の花火

入選 浜松市立飯田小学校 山内隆ノ介 心にのこった森林

入選 浜松市立砂丘小学校 片山　脩麻　　 凧あげ

入選 浜松市立南の星小学校 川合美佑 浜松市天文台


