
第13回星野富弘美術館詩画公募展入賞・入選者一覧

作品名 氏名 賞

1 真っ白なベンチ 鳥江　佑真 最優秀賞

2 ぼくらの時代 山下　蒼介 優秀賞

3 青いかき 大王　佳音 〃

4 まわれ、ぼくのこま 宮原　悠真 審査員賞

5 冬の車内 真野　杏珠 〃

6 ２ vs ２ 綿貫　匠磨 〃

7 一本の木 城戸　留菜 入選

8 ポツン 竹﨑　真衣 〃

9 見まもる木 橋本　洸樹 〃

10 雑草なんかじゃない 村上　莉瑚 〃

11 よし　とぶぞ 一田　きいな 〃

12 ロケット 宮尾　理玖 〃

13 寒椿 溝口　貴子 〃

14 カーネーション 増田　　創 〃

15 今年は雪が降るのかな？ 堀　　鉄生 〃

16 少し少し「がんばれ」 農蘇　元望 〃

作品名 氏名 賞

17 お父さんのチャーハン 森　　綾美 最優秀賞

18 思いを重ねて 境　　七星 優秀賞

19 あん時の秋の木 髙森　陽向 〃

20 希望の一羽 村井　美来 審査員賞

21 あたたかい手 中村　若菜 〃

22 フクロウのような大きな瞳で 江藤　環紀 〃

23 両親へ 髙田　華子 入選

24 桜 才守　沙和 〃

25 努力 宮下　真弥 〃

26 ユキヤナギ 迫本　望愛 〃

27 海の生き方 上村　　紬 〃

28 個性 古川　祐衣 〃

29 温もり 本田　美咲 〃

30 クリスマスイブ 栗木　希美 〃

31 めだまやき 森重　咲良 〃

32 疲れたら寝るべし 岡田　奈津希 〃

芦北町立内野小学校　２年

【小学生の部】

都道府県・学校名等

天草市立天草中学校　３年

芦北町立佐敷小学校　４年

人吉市立人吉西小学校　５年

山鹿市立稲田小学校　１年

山都町立矢部小学校　６年

小国町立小国小学校　４年

【中学生の部】

熊本市立清水中学校　１年

芦北町立佐敷小学校　６年

芦北町立佐敷小学校　６年

芦北町立佐敷小学校　６年

芦北町立佐敷小学校　５年

都道府県・学校名等

人吉市立人吉西小学校　５年

芦北町立大野小学校　３年

芦北保育園　年長

鹿児島県出水市立西出水小学校　６年

熊本市立桜木小学校　２年

山都町立矢部小学校　６年

水俣市立水俣第二中学校　１年

熊本市立北部中学校　３年

山鹿市立山鹿中学校　２年

熊本市立北部中学校　１年

八代市立第四中学校　２年

芦北町立湯浦中学校　２年

芦北町立湯浦中学校　２年

芦北町立佐敷中学校　１年

北九州市立熊西中学校　３年

熊本市／中学校　３年

芦北町立田浦中学校　３年

山鹿市立山鹿中学校　２年

熊本市立北部中学校　３年

熊本市立清水中学校　１年
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作品名 氏名 賞

33 キャベツと青虫 山口　秀子 最優秀賞

34 待っとるけんね！ 春田　大祐 優秀賞

35 あなたらしさ 坂本　詩織 〃

36 僕は今日も元気です 丸山　創大 審査員賞

37 あきらめない 伊佐　登美子 〃

38 かごいっぱいのみかん 柿本　菜月 〃

39 春の陽 永野　みな子 入選

40 憧れて、いつか 岩倉　舞香 〃

41 あしたは・・・ 堀之内　里香 〃

42 ワタシのキモチ 吉田　充希 〃

43 人形操者 小川　慎之介 〃

44 石見神楽 森　　唯我 〃

45 デコボコ人生 潮﨑　すみゑ 〃

46 我が家の金柑 伊豆野　由美子 〃

47 菊がさいた 末吉　美佐恵 〃

48 阿蘇山 橋本　　寛 〃

作品名 氏名

49 自転車 桑田　蓮斗

50 うどん 永江　姫愛

51 みんなともだち 谷脇　志穏

52 ぼくとねこはともだち 桑鶴　勇威

53 満開の「桜」 白渕　玲奈

54 世界をうつすめがね 木吉　彩乃

55 おもち 吉尾　彩花

56 ハッピーなフグ 丸山　　空

57 鉛筆 田山　月絃

58 金魚 大木　一矢

59 でこぽん 大崎　　響

60 二年生のミー君 宮本　敏子

61 風に舞う落葉 籔下　サチエ

62 家の太陽 松岡　ミホ

63 甘くなれ 田浦　知美

【一般の部】

都道府県・学校名等

芦北町立内野小学校　５年

芦北町立佐敷中学校　１年

芦北町立湯浦小学校　２年

芦北町立田浦小学校　１年

芦北町立田浦小学校　１年

熊本県立松橋高等学校　１年

熊本県立鹿本商工高等学校　１年

芦北保育園　年長

愛知県一宮市

山鹿市

熊本県立松橋高等学校　３年

芦北町立田浦中学校　１年

芦北町立湯浦中学校　３年

芦北町

芦北町

芦北町立大野小学校　６年

芦北町立佐敷小学校　６年

芦北町

芦北町

芦北町立吉尾小学校　３年

熊本県立熊本西高等学校　１年

沖縄県宜野湾市

九州ルーテル学院大学　１年

【星野富弘美術館賞】※芦北町在住者対象・部門区分なし

芦北町

鹿児島県出水市

学校名等

熊本県立熊本西高等学校　１年

島根県立益田養護学校高等部　２年

島根県立益田養護学校高等部　２年

水俣市

長崎県長崎市

熊本市


