
賞 学　校　名 氏　　　名 題　　　名

1

2

3 浜松市長賞 浜松市立東陽中学校 山下 瑞貴 風車の見える風景

4 浜松市長賞 浜松市立笠井小学校 加藤 大翔 ぼくのまちの屋台「神勢團」

5 県教育長賞 浜松市立湖東中学校 鈴木 梓美 光り輝く祖父母の電照菊のハウス

6 県教育長賞 浜松市立蒲小学校 小杉 柚羽 浜名湖とみかん畑

7 浜松市教育長賞 浜松市立北浜中学校 大塲 光叶 おいしい洋菓子屋さん

8 浜松市教育長賞 浜松市立白脇小学校 澤柳 水希 浜松から世界へ

9 学校賞

10 文化振興賞 浜松市立丸塚中学校 井指 楓 聞こえてくる笛の音

11 文化振興賞 浜松市立蒲小学校 栁瀬 百那 蒲神明宮のお神楽

12 商工会議所会頭賞 浜松市立可美中学校 鈴木 は　な たこ公園

13 商工会議所会頭賞 浜松市立笠井小学校 間 悠輔 旧笠井郵便局　１９３３年から時をこえて

14 浜松ユネスコ協会会長賞 浜松市立南部中学校 澤柳 帆花 たくましく生きる

15 浜松ユネスコ協会会長賞 浜松市立広沢小学校 佐藤 七帆 私の町の歴史、私の町の未来

16 静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立丸塚中学校 袴田 湖子 思い出の場所

17 静岡新聞社・静岡放送賞 浜松市立萩丘小学校 大場 麻由 凧　凧　揚がれ、天までとどけ！

18 中日新聞東海本社賞 浜松市立都田中学校 油井 杏依子 自然・光と風の美しい町

19 中日新聞東海本社賞 浜松市立二俣小学校 鈴木 泉 天竜川のあゆ

20

21 中区長賞 浜松市立佐鳴台中学校 鈴木 このみ 光の小道

22 中区長賞 浜松市立広沢小学校 田中 麻耶子 身近な昔を感じるもの

23 東区長賞 浜松市立丸塚中学校 尾林 ももこ 小学生を見守る芳川

24 東区長賞 浜松市立中郡小学校 横山 颯 夏休みの朝

25 西区長賞 浜松市立湖東中学校 山﨑 莉穂 奇跡の瞬間

26 西区長賞 浜松市立気賀小学校 鶴見 琴音 浜名湖の花火大会

27 南区長賞 浜松市立丸塚中学校 高田 文慧 輝く海

28 南区長賞 浜松市立入野小学校 須山　 綾音 浜松祭り

29 北区長賞 浜松市立都田中学校 安間 龍成 夏全開

30 北区長賞 浜松市立広沢小学校 鈴木 美結 美しい自然

31 浜北区長賞 浜松市立浜北北部中学校 内山 日菜 よく行く場

32 浜北区長賞 浜松市立赤佐小学校 鈴木 大敦 空の散歩道

33 天竜区長賞 浜松市立丸塚中学校 尾藤 沙和 天竜川の上流

34 天竜区長賞 浜松市立二俣小学校 松井 璃乃 町の宝物の秋野不矩美術館

浜松市立丸塚中学校　　浜松市立蒲小学校

第11回　未来遺産　　私のまちのたからもの

特　別　賞

区　長　賞



35

36 優秀賞 浜松市立富塚中学校 芹澤 宥惟 みんなの佐鳴湖

37 優秀賞 浜松市立佐鳴台中学校 山下 健翔 川

38 優秀賞 浜松市立佐鳴台中学校 片岡 実柚 独り占めの夕焼け

39 優秀賞 浜松市立佐鳴台中学校 藤村 和奏 赤く輝く景色

40 優秀賞 浜松市立南部中学校 盧 美霖 青崩峠の自然

41 優秀賞 浜松市立南部中学校 大坪 冬香 忘れられない場所

42 優秀賞 浜松市立丸塚中学校 杉山 乃の 蒲神明宮

43 優秀賞 浜松市立丸塚中学校 清水 佑紀 門前の緑

44 優秀賞 浜松市立丸塚中学校 竹下 弥良依 いつも遊ぶ場所

45 優秀賞 浜松市立新津中学校 伊藤 涼花 私の教室

46 優秀賞 浜松市立東陽中学校 鈴木 愛花 普門寺

47 優秀賞 浜松市立東陽中学校 川口 喜乃 正面からのびていく道

48 優秀賞 浜松市立東陽中学校 菱田 もみじ 夏草

49 優秀賞 浜松市立東陽中学校 伊藤 柚葉 龍雲山林泉寺

50 優秀賞 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

51 優秀賞 浜松市立東陽中学校 岡 彩乃 水神社

52 優秀賞 浜松市立三ケ日中学校 小田嶋 春道 ぼくの住む町いのはな湖

53 優秀賞 浜松市立三ケ日中学校 名倉 杏汐 三ケ日花火大会

54 優秀賞 浜松市立細江中学校 久住 華音 輝く桜並木

55 優秀賞 浜松市立細江中学校 谷口 天音 お気に入りの場所

56 優秀賞 浜松市立細江中学校 鶴見 虎太郎 春の猪鼻湖～桜の季節～

57 優秀賞 浜松市立都田中学校 矢野 咲雪 美しい田んぼの風景

58 優秀賞 浜松市立北浜中学校 曽根田 希星 思い出のある神社

59 優秀賞 浜松市立北浜中学校 宮地 冴瑛 安心する風景

60 優秀賞 浜松市立北浜中学校 伊藤 拓人 思い出の石像

優　秀　賞　　　中　学　校
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62 優秀賞 浜松市立佐鳴台小学校 原 鷹虎 浜名湖・浜名バイパス

63 優秀賞 浜松市立佐鳴台小学校 阿部 葉月 桜のトンネル

64 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 内海 美乃 湖上の青い宝石

65 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 石橋 叶都 ゆたかな海「浜名湖」

66 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 野澤 悠吾 いつもの場所

67 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 松﨑 正也 夜に光るホタルのたいぐん

68 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 朝比奈 諒 ぼくらの町の新川

69 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 三木田 陽太郎 遠州鉄道

70 優秀賞 浜松市立富塚西小学校 谷﨑 咲月 ホタルに会える神社

71 優秀賞 浜松市立広沢小学校 青嶋 和華 雲立のクス

72 優秀賞 浜松市立広沢小学校 加藤 龍馬 歴史ののこる普済寺

73 優秀賞 浜松市立広沢小学校 坂本 しずく 鹿谷のたからもの

74 優秀賞 浜松市立広沢小学校 稲川 華央 野鳥が見れる散歩道

75 優秀賞 浜松市立富塚小学校 絹川 周 佐鳴湖畔

76 優秀賞 浜松市立富塚小学校 矢野 舞希 佐鳴湖の自然

77 優秀賞 浜松市立萩丘小学校 鈴木 寧々花 花と、ともに生きる富士山

78 優秀賞 浜松市立笠井小学校 長谷川 揮才 コロナに負けるな「ファイト」

79 優秀賞 浜松市立蒲小学校 鈴木 大雅 蒲桜とぼくの学び舎

80 優秀賞 浜松市立蒲小学校 松下 史弥 僕にパワーをくれる木

81 優秀賞 浜松市立蒲小学校 伊藤 颯心 赤色の電車・赤電

82 優秀賞 浜松市立蒲小学校 名倉 慎之助 キラキラの花火大会

83 優秀賞 浜松市立蒲小学校 北井 佑奈 浜松一番浜松城

84 優秀賞 浜松市立蒲小学校 前田 絢香 西塚橋を照らすガス灯

85 優秀賞 浜松市立舞阪小学校 髙橋　 愛瑠 舞阪の誇り

86 優秀賞 浜松市立伊佐見小学校 大橋　 幹樹 ナウマン象骨格模型

87 優秀賞 浜松市立入野小学校 永渕　 由唯 桜と浜松城

88 優秀賞 浜松市立入野小学校 中田　 沙希 佐鳴湖で初日の出

89 優秀賞 浜松市立入野小学校 河村　 星夏 佐鳴湖

90 優秀賞 浜松市立入野小学校 佐原　 一花 オレンジに染まる佐鳴湖

91 優秀賞 浜松市立入野小学校 佐原　 美波 自然と遊べる場所

92 優秀賞 浜松市立赤佐小学校 齋藤 佑成 アクトタワー

優　秀　賞　　　小　学　校
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94 入選 静岡大学教育学部附属浜松中学校 高橋 有珠 ニュートンのりんごの木

95 入選 浜松市立中部中学校 山崎 かれん 静かな森に滝の音

96 入選 浜松市立中部中学校 袴田 詩依 浜松城の迫力ある門

97 入選 浜松市立中部中学校 安立 直扶 歴史ある大切な存在

98 入選 浜松市立富塚中学校 野澤 巧望 安座秋祭り

99 入選 浜松市立佐鳴台中学校 坂下 心菜 伝統を受け継ぎいつまでも

100 入選 浜松市立佐鳴台中学校 津島 沙良 思い出の池

101 入選 浜松市立南部中学校 鳥居 真結 竜の橋

102 入選 浜松市立中郡中学校 髙橋 まな美 大好きな浜松まつり

103 入選 浜松市立湖東中学校 向井 海那 私達の居場所

104 入選 浜松市立湖東中学校 白木 彩水 静かな公園

105 入選 浜松市立新津中学校 水島 沙希来 体育館裏

106 入選 浜松市立新津中学校 森下 蘭 いつもの場所から見る景色　

107 入選 浜松市立新津中学校 太田 羽美 毎日通る道

108 入選 浜松市立新津中学校 松山 実依 私の全て

109 入選 浜松市立新津中学校 藤田 柚奈 夏の木々

110 入選 浜松市立新津中学校 松本 愛衣 見慣れた景色

111 入選 浜松市立新津中学校 中村 優月 生い茂る木々と体育館

112 入選 浜松市立東陽中学校 佐藤 美晴 椎河脇神社

113 入選 浜松市立東陽中学校 田中 美桜 永松寺

114 入選 浜松市立東陽中学校 滝本 和叶 永松寺の六地蔵

115 入選 浜松市立三ケ日中学校 山本 愛嘉 天竜浜名湖鉄道三ケ日駅

116 入選 浜松市立三ケ日中学校 外山 史絵奈 らしい景色

117 入選 浜松市立三ケ日中学校 水野 絢音 残したいもの

118 入選 浜松市立三ケ日中学校 堀川 日瑚 多彩な表情を持つ浜名湖

119 入選 浜松市立三ケ日中学校 藤田 七虹 私の町のみかん畑

120 入選 浜松市立三ケ日中学校 中村 杏 かもめの集う駅

121 入選 浜松市立三ケ日中学校 岡部 安美 自然と橋

122 入選 浜松市立細江中学校 藤井 彩乎 自然豊かな都田川

123 入選 浜松市立都田中学校 鈴木 舞歩 自然多き都田

124 入選 浜松市立都田中学校 當眞 志生 遠くから

125 入選 浜松市立都田中学校 牧田 有紗紀 鷲沢風穴

126 入選 浜松市立都田中学校 山本 結月 須倍神社

127 入選 浜松市立麁玉中学校 氏原 彩衣 たからの植木

128 入選 浜松市立浜北北部中学校 小野 名月 守り続けたい風景

129 入選 浜松市立北浜東部中学校 堀川 明徳 地域を見守ってくれる場所

入　選　　　　中　学　校



130 入選 浜松市立北浜中学校 月花 鈴奈 手水舎

131 入選 浜松市立北浜中学校 昇 美優亜 門から見える小さい景色

132 入選 浜松市立北浜中学校 上田 真歩 安らぎの場所

133 入選 浜松市立北浜中学校 脇水 美聡 いつも遊んだ思い出

134 入選 浜松市立北浜中学校 西村 音羽 ずっと残っていてい欲しい門

135 入選 浜松市立北浜中学校 デシケイラ 凛音 ガーデンパークの橋と豊かな緑たち

136 入選 浜松市立北浜中学校 鈴木 奈那 みんなの浜松城

137 入選 浜松市立北浜中学校 小川 実鈴 みんなの休憩所

138 入選 浜松市立清竜中学校 和田 有未 二俣本町駅の天使の椅子
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140 入選 浜松市立富塚西小学校 鈴木 真央 今と昔の思い出

141 入選 浜松市立富塚西小学校 平野 楓也 みんなが大事にする場所

142 入選 浜松市立富塚西小学校 長谷 色華 みんなの笑顔が集まる場所

143 入選 浜松市立富塚西小学校 矢ノ下 智也 釣りして楽しむ弁天島

144 入選 浜松市立富塚西小学校 宮野 菜々子 蜆塚遺跡

145 入選 浜松市立富塚西小学校 野田 裕武 水神社の湧水

146 入選 浜松市立富塚西小学校 金原 双葉 弁天島

147 入選 浜松市立富塚西小学校 吉川 太晟 三社神社

148 入選 浜松市立富塚西小学校 後藤 一汰 みんなの遊び場　水神社

149 入選 浜松市立富塚西小学校 三浦 菜月 幼稚園のころの思い出

150 入選 浜松市立竜禅寺小学校 平野 杜和 フラワーパークのノダフジ（九尺藤）

151 入選 浜松市立竜禅寺小学校 鈴木 小陽 桜に囲まれた浜松城

152 入選 浜松市立広沢小学校 本多 しずく 亀山トンネル

153 入選 浜松市立広沢小学校 石塚 華 私たちの浜松城

154 入選 浜松市立広沢小学校 髙橋 徹真 日本庭園の滝

155 入選 浜松市立広沢小学校 藤本 瑞葉 「昔」を伝え続ける

156 入選 浜松市立富塚小学校 飯塚 想悟 元気をもらう場所

157 入選 浜松市立富塚小学校 大森 早紗 トップスイマーも泳ぐ立派なプール

158 入選 浜松市立葵西小学校 山本 明希 浜松祭りとアクトタワー

159 入選 浜松市立泉小学校 國枝 聖 仲間と行くキャンプ場

160 入選 浜松市立笠井小学校 深澤 蒼 笠井観音

161 入選 浜松市立笠井小学校 篠崎 由依 だるま市

162 入選 浜松市立笠井小学校 児玉 朔之丞 すが神社

163 入選 浜松市立笠井小学校 青山 桜子 思い出の場所

164 入選 浜松市立笠井小学校 谷川 叶多 カエルの思い出

165 入選 浜松市立笠井小学校 森下 芹渚 笠井の祭り

166 入選 浜松市立笠井小学校 門奈 優次郎 生き物が集まる場所

167 入選 浜松市立笠井小学校 伊藤 綸花 だるまがならぶ

168 入選 浜松市立笠井小学校 新 寧音 春日神社

169 入選 浜松市立笠井小学校 藤田 瞬 いむかい橋

170 入選 浜松市立笠井小学校 佐野 瑞希 春日神社の大木

171 入選 浜松市立笠井小学校 田中 杏 みんな大好きだるま市

172 入選 浜松市立笠井小学校 黒宮 珠里奈 伝統の神社

173 入選 浜松市立蒲小学校 髙橋 康汰 円通寺と山門

174 入選 浜松市立蒲小学校 外山 莉心 子どもから大人まで集まる公園

175 入選 浜松市立蒲小学校 山田 優心 すばらしい浜松城

176 入選 浜松市立蒲小学校 釣﨑 悠真 浜松城

入　選　　　　小　学　校



177 入選 浜松市立蒲小学校 長坂 陽愛 浜松城

178 入選 浜松市立蒲小学校 清水 俐衣奈 アクトタワー

179 入選 浜松市立蒲小学校 𠮷用 州平 浜松城

180 入選 浜松市立蒲小学校 竹田 理々華 アクトタワー

181 入選 浜松市立蒲小学校 氏家 璃音 一つだけ浜松城公園

182 入選 浜松市立蒲小学校 大鹿 巧真 浜松城はたからもの

183 入選 浜松市立蒲小学校 芥川 葵 音楽のまち　山葉寅楠

184 入選 浜松市立蒲小学校 尾上 日陽 浜松城

185 入選 浜松市立蒲小学校 田嶋 聖珀 アクトタワー

186 入選 浜松市立蒲小学校 鈴木 大翔 昔とつなぐ十輪寺

187 入選 浜松市立蒲小学校 佐藤 咲花 蒲神明宮

188 入選 浜松市立蒲小学校 橋ヶ谷 早奈 大蒲公園

189 入選 浜松市立蒲小学校 山下 琥太郎 大好き蒲神明宮

190 入選 浜松市立蒲小学校 花咲 柚稀 おもしろかった浜松城

191 入選 浜松市立蒲小学校 星山 友志 三ケ日みかん

192 入選 浜松市立蒲小学校 金田 結衣菜 桜いっぱいの浜松城

193 入選 浜松市立神久呂小学校 遠藤　 稜介 蜆塚遺跡

194 入選 浜松市立伊佐見小学校 仲原　 海翔 音楽の街のシンボル

195 入選 浜松市立入野小学校 新村　 真央 佐鳴湖公園

196 入選 浜松市立入野小学校 濱﨑　 美羽 ぬくもりの森

197 入選 浜松市立入野小学校 小田木　 秀磨 佐鳴湖の花火

198 入選 浜松市立入野小学校 渥美　 寿人 南平公園

199 入選 浜松市立入野小学校 山下　 敢惺 佐鳴湖の野鳥たち

200 入選 浜松市立入野小学校 古𣘺　 美華 八幡神社の大きな木

201 入選 浜松市立入野小学校 石原　 彩羽 入野の誇り

202 入選 浜松市立入野小学校 深見　 錬之助 浜松城

203 入選 浜松市立入野小学校 内海　 圭人 立派な屋台と秋祭り

204 入選 浜松市立入野小学校 浜崎　 彰子 自然がたくさんな佐鳴湖

205 入選 浜松市立入野小学校 新村　 咲希 みんなが集まる佐鳴湖公園

206 入選 浜松市立入野小学校 梶原　 真 みんな大好きパン屋さん

207 入選 浜松市立砂丘小学校 髙野 月 今も変わらぬ五社神社

208 入選 浜松市立気賀小学校 中島 那緒 舘山寺の花火大会

209 入選 浜松市立気賀小学校 竹内 蒼依 早春に見られる花梅

210 入選 浜松市立赤佐小学校 辻 優守 八人の神をまつる八面神社

211 入選 浜松市立赤佐小学校 和田 恋雅 春野の大天狗

212 入選 浜松市立二俣小学校 清水 大夢 ぼくのまちの機関車

213 入選 浜松市立二俣小学校 下野間 杏和 楠木と八握神社



214 入選 浜松市立二俣小学校 塩﨑 美喜子 本田宗一郎ものづくり伝承館

215 入選 浜松市立光明小学校 浅野 良弥 ぼくのまちのたからもの

216 入選 浜松市立光明小学校 笹竹 開翔 秋野不矩美術館

217 入選 浜松市立光明小学校 上田 鈴果 船明の二本松


