
第14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 目ひょうのいか 石井　晟 最優秀賞

2 ６年間一緒にいた君と 山本　夏凜 優秀賞

3 ぼくのマスク 早川　來琉 〃

4 そばにいて 前田　さくら 審査員賞

5 ぼくの大すきなもの 木吉　瑛和 〃

6 二人で一輪車 坂田　真子 〃

7 みそしる 山中　そら 入選

8 ながい　だいこん 石本　恭太 〃

9 とうろうにこめる思い 小川　陽菜 〃

10 おでんにしてもおいしい大根 境　利音 〃

11 水族館へ行ったよ 山下　薫 〃

12 ぼくのあさがお 時尾　琉聖 〃

13 「心」の花 中村　真優 〃

14 見上げてみれば 島田　星來 〃

15 ぼくのお花 渡邉　直太郎 〃

16 テントウ虫のつぶやき 久留　遼士 〃

作品名 氏名 賞

17 猫 片山　心晴 最優秀賞

18 しゃぼん玉 猪木　夏音 優秀賞

19 風の匂い 荒木　百愛 〃

20 受験 岩下　沙耶 審査員賞

21 鳥の子育て 古江　蓮斗 〃

22 雪の日 豊田　蒼空 〃

23 冬の持久走 庄山　星河 入選

24 成長 平坂　真悠 〃

25 闇と光 仲町　早蘭 〃

26 幸せ 本田　美咲 〃

27 花たちの疑問 福永　心 〃

28 私の好きな花 鋤崎　陽菜 〃

29 思春期の悩み 高田　春奈 〃

30 植物 岩城　茉里香 〃

31 焼き芋 定行　樹 〃

32 小さな幸せ 日髙　鉄心 〃

芦北町立佐敷小学校　４年

第１４回星野富弘美術館詩画公募展審査結果（1/2）

【小学生の部】

都道府県・学校名等

芦北町立湯浦中学校　１年

芦北町立内野小学校　６年

芦北町立佐敷小学校　３年

芦北町立内野小学校　６年

芦北町立田浦小学校　１年

山鹿市立八幡小学校　３年

【中学生の部】

鹿児島県南さつま市立加世田中学校　２年

芦北町立佐敷小学校　５年

芦北町立内野小学校　１年

山鹿市立鹿本小学校　６年

山鹿市立鹿本小学校　２年

都道府県・学校名等

鹿児島県出水市立西出水小学校　６年

山鹿市立八幡小学校　３年

山鹿市立八幡小学校　１年

宇城市立海東小学校　５年

八代市立松高小学校　６年

熊本市立出水小学校　２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　１年

菊陽町立武蔵ヶ丘中学校　１年

芦北町立湯浦中学校　３年

福岡県北九州市立南小倉中学校　１年

菊陽町立武蔵ヶ丘中学校　２年

菊陽町立武蔵ヶ丘中学校　１年

熊本市立武蔵中学校　１年

福岡県北九州市立熊西中学校　２年

福岡県北九州市立熊西中学校　２年

熊本市立清水中学校　２年

宇城市立小川中学校　１年

熊本市立江原中学校　１年

八代市立千丁中学校　２年



第14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

33 愛棒と君 橋本　昇太 最優秀賞

34 やっぱり温かい 庄島　キミエ 優秀賞

35 いつかきっと 髙木　共子 〃

36 春近し 松本　恵子 審査員賞

37 今年はきっと 出水　綾 〃

38 野良猫 豊永　文仁 〃

39 ツワブキ 迫本　望愛 入選

40 失し物 庄村　桜夜 〃

41 ありがとう 一村　真菜 〃

42 多様な個性 岩下　寧々 〃

43 時空をこえて 宮田　修一 〃

44 空 渡辺　久己 〃

45 ONDA COFFEE 野尻　隼人 〃

46 巻き寿司大好き 武田　暢博 〃

47 白木蓮 伊豆野　由美子 〃

48 あふれるほどの幸せ 伊豆野　順一 〃

作品名 氏名

49 かぼちゃへの思い 溝上　茉弦

50 永遠の友情 荒川　千英

51 冬から春への季節 宮島　菜桜

52 大きな雪だるま 山口　隼瑠

53 家のシクラメン 大山　倖々奈

54 何みてるの 湯治　真菜美

55 ねこ 鶴本　奏矢

56 水しぶき 山下　舞咲

57 思い出 白樫　美波

58 命の大切さ 渕本　明日香

59 シクラメンのように 松岡　明里

60 日常 黒田　慈香

61 銀閣寺 稲冨　花

62 ひとりじゃないよ 木場　裕子

63 今日一日 湯治　美代子

第１４回星野富弘美術館詩画公募展審査結果（2/2）

【一般の部】

都道府県・学校名等

芦北町立佐敷小学校　４年

芦北町立大野小学校　３年

芦北町立内野小学校　６年

芦北町立内野小学校　６年

芦北町立内野小学校　２年

九州ルーテル学院大学　１年

神奈川県横浜市

芦北町立内野小学校　６年

熊本県立熊本西高等学校　１年

八代市

熊本県立松橋高等学校　１年

芦北町立佐敷中学校　１年

芦北町立田浦中学校　３年

芦北町立田浦中学校　２年

芦北町立湯浦中学校　２年

芦北町立湯浦小学校　６年

芦北町立湯浦小学校　３年

芦北町

芦北町

芦北町立湯浦小学校　２年

芦北町

芦北町

熊本県立熊本西高等学校　１年

【星野富弘美術館賞】※芦北町在住者対象・部門区分なし

熊本県立八代清流高等学校　１年

長崎県対馬市

学校名等

九州ルーテル学院大学　１年

八代市

八代市

熊本市

鹿児島県出水市

鹿児島県出水市


