
作品名 氏名 賞
1 ぼくのおとうと 田端　　蓮 最優秀賞
2 カマキリ 冨田　悠心 優秀賞
3 しぶがき 田中　泉妃 〃
4 クワガタぜったい勝て 宮本　海里 審査員賞
5 手ぶくろ 家城　弥緒 〃
6 なすび 長嶋　飛龍 〃
7 初めてのハンバーグ 村上　和瑚 入選
8 がんばってる熊本じょう 竹熊　智香 〃
9 おいしいやきいもたべたいな 森田　璃愛 〃
10 鯛はめで鯛 毛利　陽朔 〃
11 サッカー 勝田　陽心 〃
12 ハコベみたいに 古江　蓮斗 〃
13 こたつさんひさしぶりだね 山本　日和 〃
14 にがごり 園田　陽香 〃
15 にっこりえがお 中村　美咲 〃
16 さかあがり 西　結希菜 〃

作品名 氏名 賞
17 お茶碗とお箸 太田　優理子 最優秀賞
18 どろだんご 高濱　　愛 優秀賞
19 思い出の花 佐藤　美衣菜 〃
20 逆立ちできる？ 大﨑　　匠 審査員賞
21 夜空 白本　藍梨 〃
22 夢見る犬 稼農　　裕 〃
23 アリ 平井　亮大 入選
24 気高く誇り高く生きること 江藤　環紀 〃
25 空へ 津野　朱音 〃
26 お正月 堤　　楓 〃
27 希望 木村　結莉乃 〃
28 鷹と主 大友　心愛 〃
29 ひまわり 川添　美空 〃
30 自分の道 馬偉軒 〃
31 気持ち 村上　慶真 〃
32 成長の花 角田　若葉 〃

作品名 氏名 賞
33 あなたの笑顔 伊豆野　順一 最優秀賞
34 一歩ふみだす 和田　　遼 優秀賞
35 かわいいむすめ 一川　清加 〃
36 無題 渡辺　久己 審査員賞
37 ぼくはこがめ 岩倉　舞香 〃
38 崎津天守堂 橋本　　寛 〃
39 積み重ねた証 日暮　優介 入選
40 自信 田添　真央 〃
41 無題 谷口　綾子 〃
42 たんぽぽのたね 藤　　博之 〃
43 盲導犬パピーの一生 吉田　　環 〃
44 椿の花 今田　豊子 〃
45 つわぶきの花 田村　和清 〃
46 自分らしく精一杯 川原　典子 〃
47 せんせい 中村　快斗 〃
48 しんけいすいじゃく 高本　直弥 〃

作品名 氏名
49 自まんのおしり 白濱　紗恵
50 カマキリじゃんけん 田山　聖陽
51 ゆめを乗せて 宮本　瑛太
52 うわばき 住永　心頼
53 亀 田中　茉音
54 愛用のランニングシューズ 寺川　慎乃祐
55 小さな幸せ 向川　蛍斗
56 コスモス 宮崎　裕成
57 帆にそう船 山下　紅葉
58 花のように 切通　七海
59 私とレンコン 木場　裕子
60 何つくろう 宮本　敏子
61 斧（よき）談義 湯治　美代子
62 やきゅう 山口　隼瑠
63 ピアノのおと 松浦　利生心

熊本県立松橋高等学校　2年
熊本市

【星野富弘美術館賞】※芦北町在住者対象・部門区分なし

沖縄県宜野湾市

熊本市

北海道岩見沢市
群馬県前橋市
八代市
福岡県福岡市

島根県立益田養護学校高等部　2年
八代市　5歳

芦北町立田浦中学校　3年
芦北町
芦北町
芦北町
芦北保育園　年長
芦北保育園　年長

芦北町立田浦中学校　3年

芦北町立佐敷小学校　1年
芦北町立大野小学校　3年
芦北町立湯浦小学校　1年

水俣市

芦北町立田浦小学校　4年

芦北町立佐敷中学校　1年
芦北町立湯浦中学校　3年
芦北町立湯浦中学校　3年

学校名等

熊本市立湖東中学校　1年
天草市立天草中学校　3年
八代市立第四中学校　1年
福岡県北九州市立熊西中学校　2年

芦北町立田浦中学校　3年

芦北町

八代市立千丁中学校　2年
八代市立第一中学校　1年

山鹿市立山鹿中学校　1年
福岡県北九州市立守恒中学校　1年
福岡県北九州市立守恒中学校　2年
福岡県福岡市立箱崎中学校　1年

鹿児島県出水市
熊本県立熊本西高等学校　1年

熊本県立松橋高等学校　1年

八代市

福岡県福岡市立箱崎中学校　2年

【一般の部】
都道府県・学校名等

芦北町立佐敷小学校　4年
山鹿市立八幡小学校　3年
芦北町立内野小学校　5年
芦北町立内野小学校　6年

都道府県・学校名等

鹿児島県指宿市立山川小学校　1年

芦北町立佐敷小学校　2年
芦北町立湯浦小学校　5年
芦北町立内野小学校　3年
山鹿市立来民小学校　1年
鹿児島県伊佐市立羽月西小学校　1年

宮城県仙台市立仙台青陵中等教育学校　3年

八代市立第四中学校　2年
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芦北町立吉尾小学校　1年

【小学生の部】
都道府県・学校名等

芦北町立田浦中学校　3年

山鹿市立稲田小学校　2年
芦北町立佐敷小学校　4年
山鹿市立稲田小学校　5年
芦北町立湯浦小学校　1年
山鹿市立来民小学校　1年

【中学生の部】

八代市立第一中学校　1年
芦北町立湯浦中学校　3年


