
第15回星野富弘美術館詩画公募展審査結果

作品名 氏名 備考

ありがとう 渡辺　久己 最優秀賞 一般の部

作品名 氏名 賞

1 アリ 吉永　朝陽 最優秀賞

2 ぼくの大すきカマキリくん 白坂　晴之介 優秀賞

3 無題 馬場　星伍 〃

4 ぽかぽかカイロ 羽田　瑠々花 審査員賞

5 ぼくの大切なけん道 時尾　琉聖 〃

6 いもほりしたよ 三森　惺 〃

7 ねこの色 平井　晃太郎 入選

8 習字 工藤　凛 〃

9 小さな喜び 的場　優香 〃

10 七わの子うさぎ 柏　たつき 〃

11 ホワイトタイガーのゆめ 松永　寿々丸 〃

12 ぼくはクワガタ 田中　陽大 〃

13 台風の目 菊池　はるき 〃

14 見上げる花 有馬　利一 〃

15 一番の花になれ 髙木　美寧 〃

16 オシャレな花 森山　童仁 〃

作品名 氏名 賞

17 私のめがね 長谷川　さくら 最優秀賞

18 魔法の紙 古庄　咲月 優秀賞

19 母の手 増田　嬉多 〃

20 ほっこり。 山石　芙羽 審査員賞

21 スグリ 田端　麟 〃

22 シリウス 池田　葵 〃

23 キラキラ輝く太陽 丸山　空 入選

24 スケッチブック 鳥江　真央 〃

25 みかん 岡本　愛莉 〃

26 アジサイ 島野　琴有 〃

27 私の青い制服 竹下　優花 〃

28 ピアノと共に 澤井　ひなた 〃

29 秘密主義 門司　有紗 〃

30 キーパーとの心理戦 尾辻　夏奈 〃

31 変わりゆく空 髙桑　彩花 〃

32 秘密の近道 竹山　実子 〃

【小学生の部】

市町村・学校名等

芦北町立田浦中学校　３年

山鹿市立めのだけ小学校　２年

佐賀県鳥栖市立鳥栖小学校　６年

芦北町立内野小学校　６年

山鹿市立八幡小学校　２年

山鹿市立八幡小学校　４年

【中学生の部】

熊本市立武蔵中学校　１年

熊本市立武蔵中学校　１年

芦北町立佐敷小学校　２年

【開館15周年記念大賞】※最優秀賞から1点

市町村

芦北町立湯浦小学校　２年

芦北町立佐敷小学校　５年

玉名市立玉名町小学校　６年

山鹿市立めのだけ小学校　２年

市町村・学校名等

佐賀県鳥栖市立鳥栖小学校　６年

長洲町立六栄小学校　１年

長洲町立六栄小学校　４年

長洲町立六栄小学校　４年

佐賀県鳥栖市立鳥栖小学校　６年

佐賀県鳥栖市立鳥栖小学校　６年

福岡県北九州市立熊西中学校　２年

芦北町立湯浦中学校　３年

熊本市立東野中学校　２年

芦北町立湯浦中学校　１年

芦北町立湯浦中学校　３年

鹿児島県指宿市立北指宿中学校　１年

八代市

芦北町立田浦中学校　３年

鹿児島県指宿市立北指宿中学校　２年

鹿児島県長島町立鷹巣中学校　１年

玉名市立岱明中学校　１年

熊本市立武蔵中学校　１年

熊本市立武蔵中学校　１年

水俣市立水俣第二中学校　２年
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作品名 氏名 賞

33 ありがとう 渡辺　久己 最優秀賞⇒大賞

34 way 井口　ひなた 優秀賞

35 くよくよするなよ 薄　和人 〃

36 授業中 岩永　彩香 審査員賞

37 しようが湯 福島　露子 〃

38 おめでタイ 上田　生子 〃

39 もっと私を見てください 片山　秋桜 入選

40 優しい手 山本　美玖 〃

41 成長とやさしさ 二村　心菜 〃

42 生き甲斐 林　天授 〃

43 瞑想 魚山　香蓮 〃

44 愛情 福田　愛実 〃

45 アスファルトの中からこんにちは 今田　豊子 〃

46 ほたるぶくろ 鍬本　恵子 〃

47 オイシク ナアレ 福満　ユキ子 〃

48 洋ナシ 前田　良子 〃

作品名 氏名

49 寅 千年　柚唯

50 はじめまして 藤井　煌生

51 私の目標 山口　聖夏

52 シャクトリ虫 福田　恋花

53 久しぶりのピアノ発表会 楠原　寧々実

54 どんなひみつがあるんだろう 竹下　香緒

55 余裕 一地　結羽

56 メイド イン ぼく 葉室　俊介

57 マスカット 木下　乃愛

58 冬のある日 山本　夏凜

59 勝利 古江　蓮斗

60 春を美しく着飾る 林田　実桜

61 冬を感じる 浪辺　詩菜

62 想い出ぽろり 松本　恵子

63 蕗の花 湯治　美代子

【一般の部】

市町村・学校名等

芦北町立内野小学校　２年

芦北町立内野小学校　５年

芦北町立佐敷小学校　５年

熊本県立高森高等学校　２年

群馬県伊勢崎市

市町村・学校名等

熊本県立熊本西高等学校　１年

熊本県立熊本西高等学校　１年

九州ルーテル学院大学　１年

八代市

鹿児島県出水市

鹿児島県出水市

【星野富弘美術館賞】※芦北町在住者対象・部門区分なし

芦北町立大野小学校　４年

芦北町立佐敷小学校　５年

芦北町立佐敷小学校　５年

芦北町

芦北町

芦北町立佐敷小学校　５年

芦北町立佐敷小学校　５年

芦北町立湯浦中学校　１年

芦北町立湯浦中学校　１年

芦北町立湯浦中学校　２年

芦北町立佐敷中学校　２年

芦北町立田浦中学校　２年

熊本県立翔陽高等学校　１年

八代市

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

熊本県立翔陽高等学校　１年

甲佐町

鹿児島県出水市

八代市


