
賞 部門 学校名 学年 氏名 フリガナ 作品タイトル

グランプリ賞 課題 三木市立緑が丘東小学校 5 酒井　幸音 サカイ　ユキネ Restart!

準グランプリ賞 自由 三木市立口吉川小学校 3 常深　百花 ツネミ　モモカ 今と未来をつなぐ電車

グランプリ賞 課題 一般 隈元　優一 クマモト　ユウイチ 三木ステーション

準グランプリ賞 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 村上　風香 ムラカミ　フウカ 未来につながるレール

審査委員賞 自由 三木市立緑が丘東小学校 6 今村　優 イマムラ　ユウ 雷龍（らいりゅう）

審査委員賞 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 3 奥田　奈々 オクダ　ナナ My color

審査委員賞 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 西村　あゆ ニシムラ　アユ 「おかえり」って言いたくなる。

デザイン賞 自由 三木市立三木中学校 1 岩居　太一 イワイ　タイチ とげとげの谷へおっこちたおおかみ

デザイン賞 課題 兵庫県立西脇工業高等学校 3 友藤　大晴 トモフジ　タイセイ 三木駅～かまど～

アート賞 自由 三木市立三木中学校 1 中川　英里花 ナカガワ　エリカ 音符festival

アート賞 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 3 中村　朱華音 ナカムラ　アカネ 希望

入選 自由 三木市立三木小学校 6 畑　朋希 ハタ　トモキ ミラーワールド

入選 自由 三木市立別所小学校 5 西口　智揮 ニシグチ　トモキ オーロラ

入選 自由 三木市立口吉川小学校 6 中野　汰士 ナカノ　タイシ キノコたちの朝

入選 自由 三木市立緑が丘東小学校 3 井本　義実 イモト　ヨシミ お母さんにつくってもらいたい給食袋

入選 自由 三木市立三木中学校 1 流森　カミラ ナガレモリ　カミラ 愛

入選 自由 三木市立星陽中学校 3 西村　結香 ニシムラ　ユウカ スマホの中から広がる世界

入選 自由 三田モードビジネス専門学校 2 片山　椋太 カタヤマ　リョウタ 特急おおたか

入選 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 西　美春 ニシ　ミハル 月あかり

入選 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 3 松岡　那瑞菜 マツオカ　ナズナ 青い滝

入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 川田　千聖 カワタ　チサト 黒滝

入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 吉田　瑞季 ヨシダ　ミズキ 空と草原と三木駅と

入選 自由 大阪成蹊大学 1 小山　友菜 コヤマ　ユウナ 夜の帳を下ろせ、下ろせ！

佳作 自由 三木市立三木小学校 4 吉田　椋琶 ヨシダ　リョウハ 影の世界

佳作 自由 三木市立別所小学校 5 田村　菫 タムラ　スミレ インコの大合奏

佳作 課題 三木市立緑が丘東小学校 5 野田　千明 ノダ　チアキ 自然いっぱいの三木駅

佳作 自由 三木市立緑が丘東小学校 6 藤原　百花 フジワラ　モモカ ステンドグラスの不思議　この生き物は何？

佳作 自由 三木市立三木特別支援学校 小学部 3 北芝　侑聖 キタシバ　ユウセイ 丸や四角の世界

佳作 自由 三木市立三木中学校 1 藤原　知輝 フジワラ　トモキ アリから見た世界

佳作 自由 三木市立三木中学校 1 江口　於音和 エグチ　オトワ 天使の輝き

佳作 自由 三木市立三木中学校 1 西村　彰祐 ニシムラ　ショウスケ 幻想的な電車

佳作 自由 加古川市立上荘小学校 4 中野　開明 ナカノ　カイメイ いじげん

佳作 自由 加古川市立陵北小学校 5 ヨシモト　アイチ はりめぐらされたパイプ

佳作 自由 小野市立小野中学校 1 山口　彩葉 ヤマグチ　イロハ dream come true!!

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 1 石川　栞 イシカワ　シオリ いじめで心のガラスを割らないで！

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 1 江口　要 エグチ　カナメ 心の形

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 1 水野　陸人 ミズノ　リクト レインボーロード

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 2 鈴木　竜斗 スズキ　リュウト 地球防衛装置

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 2 山本　優斗 ヤマモト　マサト ネットという陰で、陰口を言う人たち

佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立北部中学校 1 藤井　久弥 フジイ　ヒサヤ 惑星

佳作 課題 兵庫県立小野高等学校 2 酒井　彩花 サカイ　アヤカ 三木らしく新しく

佳作 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 猪股　桃子 イノマタ　モモコ 未来へ、三木市

佳作 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 山口　歩夢 ヤマグチ　アユム 未来へ続く三木駅
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