
(別紙）
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 自由 愛知県額田郡幸田町立北部中学校 3 柴田　真歩 シバタ　マホ つながり

準グランプリ賞 自由 三木市立緑が丘東小学校 6 酒井　幸音 サカイ　ユキネ 学び舎

グランプリ賞 課題 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 宮武　彩也花 ミヤタケ　サヤカ 行ってきます！

準グランプリ賞 課題 一般 0 隈元　優一 クマモト　ユウイチ コズミックシティ　三木

審査委員賞 自由 三木市立緑が丘東小学校 6 高橋　世菜 タカハシ　セナ フワフワのうさぎ

審査委員賞 自由 三木市立吉川中学校 2 工藤　茉穂 クドウ　マホ 少女の周りの花

審査委員賞 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 吹田　真波 スイタ　マナミ いままでの、これからの三木市

デザイン賞 自由 三木市立三木特別支援学校　小学部 4 祜布斉 ホブチ 花火　サイコー！

デザイン賞 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 新田　風花 ニッタ　フウカ What do you do with Miki？

アート賞 自由 三木市立三樹小学校 5 内藤　伊吹 ナイトウ　イブキ 大自然の中

アート賞 自由 三木市立三木中学校 3 永尾　優芽 ナガオ　ユメ 彼岸の花

入選 自由 三木市立別所小学校 5 大西　桜海 オオニシ　オウカ 山田錦

入選 課題 三木市立口吉川小学校 6 久保　颯真 クボ　ソウマ 未来にはばたく　金物鷲

入選 課題 三木市立口吉川小学校 6 塩谷　礼夢 シオタニ　ラム 三木の金物

入選 自由 三木市立三木中学校 2 中川　英里花 ナカガワ　エリカ 癒しの森

入選 自由 三木市立三木中学校 2 石田　りか イシダ　リカ 夏休みの休み時間

入選 自由 三木市立吉川中学校 2 冨依　大馳 トミヨリ　ダイチ 森の中

入選 課題 三木市立吉川中学校 3 長谷川　穂佳 ハセガワ　ホノカ 広がる笑顔　広がるふるさとの景色

入選 自由 三木市立三木特別支援学校　小学部 5 多田　祥助 タダ　ショウスケ たつまきブワー！

入選 自由 兵庫県立三木高等学校 1 西村　結香 ニシムラ　ユウカ 夢風船

入選 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 畑中　優美 ハタナカ　ユミ 夏とかみさま

入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 谷　朱梨 タニ　アカリ 翔けてゆけ

入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 吉川　鈴 ヨシカワ　リン 遊歩道

佳作 課題 三木市立三木小学校 4 家倉　学 イエクラ　マナブ 神戸電鉄

佳作 課題 三木市立豊地小学校 6 常深　愛依梨 ツネミ　アイリ 未来へ～豊かな三木市を運んでゆけ～

佳作 課題 三木市立豊地小学校 6 西岡　彩里 ニシオカ　アイリ 最新農業

佳作 自由 三木市立みなぎ台小学校 6 片岡　琉羽 カタオカ　ルウ 桜

佳作 自由 加古川市立陵北小学校 5 佐々木　健 ササキ　ケン 昭和のガラス戸

佳作 自由 加古川市立陵北小学校 6 新居　楓芽 アライ　フウガ かべのアート

佳作 自由 三木市立三木中学校 3 石井　あずみ イシイ　アズミ ＳＮＳ

佳作 自由 三木市立三木中学校 3 中川　綾音 ナカガワ　アヤネ PINKCARNATION

佳作 課題 三木市立吉川中学校 1 板倉　花奈 イタクラ　カナ 世界に羽ばたけ！三木の金物！

佳作 自由 三木市立吉川中学校 2 日原　弘翔 ヒワラ　コウショウ 未来のシューティングゲーム

佳作 自由 三木市立吉川中学校 3 田中　律斗 タナカ　リツト 癒しのパンダ

佳作 自由 三木市立三木特別支援学校　中学部 3 鳴瀧　拓生 ナルタキ　タクミ かがやき

佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立深溝小学校 6 水谷　花 ミズタニ　ハナ 緑の命

佳作 自由 小野市立小野中学校 8 山口　彩葉 ヤマグチ　イロハ あなたに・・・

佳作 自由 加西市立加西特別支援学校　中学部 1 立脇　翔太 タテワキ　ショウタ 加西市のイルミネーション

佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立北部中学校 1 大西　未紘 オオニシ　ミヒロ 海の空

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 2 水野　陸人 ミズノ　リクト 思い出機関車

佳作 自由 愛知県岡崎市立美川中学校 3 中田　颯吾 ナカダ　ソウゴ 空飛ぶ電車

佳作 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 小西　萌花 コニシ　モエカ 輝く未来の三木市へＧＯ！

佳作 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 林　花菜 ハヤシ　ハナ 未来の三木へ

学校賞 三木市立吉川中学校

小中学生の部

高校・一般の部

部門共通

第２６回 三木市CGアートコンテスト 入賞者名簿


