
第23回　三木市ＣＧアートコンテスト　入賞者名簿

賞 部門 学校名 学年 氏名 フリガナ 作品タイトル

1 グランプリ賞 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 竹村　知紗 タケムラ　チサ 水族館電車

2 教育委員長賞 自由 愛知県額田郡幸田町立幸田中学校 1 見山　雅明 ミヤマ　マサアキ 自然と共に生きる

3 教育長賞 課題 三木市立上吉川小学校 2 片山　綱太 カタヤマ　コウタ けしき電車

4 審査委員賞 課題 三木市立口吉川小学校 1 常深　百花 ツネミ　モモカ 夢に向かって　しゅっぱーっつ！！

5 審査委員賞 自由 三木市立星陽中学校 1 西村　結香 ニシムラ　ユウカ 童話の世界へ

6 審査委員賞 課題 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 刀谷　拓実 カタナヤ　タクミ 10000万年後の粟生線

7 デザイン賞 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 池田　智香 イケダ　チカ 創造

8 デザイン賞 課題 国立明石工業高等専門学校 5 橋爪　　渉 ハシヅメ　ワタル 走れ、未来へ。

9 アート賞 自由 三木市立口吉川小学校 6 藤枝　昇 フジエダ　ノボル お魚パラダイス

10 アート賞 自由 稲美町立天満小学校 5 坂元　美琉 サカモト　ミル しまうま

11 入選 自由 三木市立緑が丘東小学校 5 勝本　和香菜 カツモト　ワカナ フルーツ バスケット

12 入選 自由 三木市立別所小学校 6 畑中　龍我 ハタナカ　リュウガ にこちゃんの束

13 入選 課題 三木市立緑が丘中学校 3 片山　椋太 カタヤマ　リョウタ 美嚢川を走る神戸電鉄

14 入選 自由 愛知県岡崎市立竜海中学校 2 鈴木　悠大 スズキ　ユウダイ お使いロボット

15 入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 児玉　茉由 コダマ　マユ 粟生線パラダイス

16 入選 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 横井　ひな ヨコイ　ヒナ 粟生線に乗せる想い

17 入選 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 渡邉　真湖 ワタナベ　マコ 夕色絵具

18 入選 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 小山　友菜 コヤマ　ユウナ 〝Happy Halloween！″

19 入選 自由 国立明石工業高等専門学校 5 片岡　賢志良 カタオカ　ケンシロウ 心・技・体

20 入選 自由 個人応募 中田　日左人 ナカダ　ヒサト 三木飛行場

21 佳作 自由 三木市立三樹小学校 6 岩居　温乃 イワイ　ハルノ 夏

22 佳作 課題 三木市立平田小学校 4 浅野　成実 アサノ　ナルミ 残そう！粟生線！

23 佳作 自由 三木市立三木小学校 5 増田　雄士 マスダ　ユウシ ねこの階段の行列

24 佳作 課題 三木市立別所小学校 6 河原　啓太 カワハラ　ケイタ 夜空の動物電車旅行

25 佳作 自由 三木市立志染小学校 6 金井　亮介 カナイ　リョウスケ 人

26 佳作 自由 三木市立自由が丘小学校 5 川畑　理央 カワバタ　リオ 私は開く。みちの世界でじくうのとびら

27 佳作 課題 三木市立自由が丘中学校 2 藤本　桃子 フジモト　モモコ 三木を走る電車

28 佳作 自由 三木市立自由が丘中学校 2 吉田　聖 ヨシダ　アキラ 二匹の熊

29 佳作 自由 加古川市立上荘小学校 5 遠藤　泰希 エンドウ　タイキ くものす

30 佳作 自由 加古川市立陵北小学校 5 本岡　楓 モトオカ　カエデ 流れる線で色分けして

31 佳作 自由 加古川市立八幡小学校 4 岡本　有未 オカモト　アミ ＤＯＧ’ｓ

32 佳作 自由 小野市立小野中学校 7 坂田　志温 サカタ　シオン ワルプルギスの夜～

33 佳作 自由 愛知県岡崎市立竜海中学校 1 鈴木　夢摘 スズキ　ムツミ ガラスの中

34 佳作 自由 愛知県岡崎市立竜海中学校 1 丸井　悠一 マルイ　ユウイチ 最強のカブトムシ戦艦たち

35 佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立北部中学校 1 南　颯汰 ミナミ　ソウタ 日を浴びるアジサイ

36 佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立北部中学校 2 大久保　柚南 オオクボ　ユズナ 春の空とサクラ

37 佳作 自由 愛知県額田郡幸田町立幸田中学校 2 上村　純平 ウエムラ　ジュンペイ 光と闇のＷｏｒｌｄ

38 佳作 課題 兵庫県立兵庫工業高等学校 2 大辻　裕夏 オオツジ　ヒナ 生きる『粟生線』

39 佳作 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 2 宮脇　新奈 ミヤワキ　ニイナ ともしび

40 佳作 自由 神戸市立六甲アイランド高等学校 3 森田　涼葉 モリタ　スズハ 今ドキッ！平安ガール～いつの世も乙女は～


