
受 賞 者 一 覧
         

小学校の部

No. 賞 氏名 学年 タイトル 撮影地

１ 金賞 反町維吹 6年生 ひと休み 長野県塩尻市

2 銀賞 松山美緒 4年生 なすの川に行く道 栃木県

3 銀賞 髙村奏太 4年生
夏休み！昔の日本にタイムスリッ
プ

岐阜県白川郷

4
ビックカメラ
賞

大嶋琉弥 5年生 朝の散歩 茨城県水戸市

5 銅賞 海老根拓斗 5年生 うばわれる金沢駅 石川県金沢市

6 銅賞 寺内弘志 6年生 シカさんぽ 山形県山形市

7 銅賞 成田海葉音 3年生
つり橋効果 お兄ちゃん手をはなさ
ないで

茨城県高萩市

8 銅賞 嶋田優羽 3年生 しゃぼんだま 長野県上伊那郡飯島町

9 銅賞 笠井あずみ 5年生 影と友達
山梨県西八代郡市川三郷
町

10 努力賞 川名穂高 2年生 せがのびーる！ 茨城県水戸市

11 努力賞 園部柚玲彩 2年生 夏のぼうけん 茨城県水戸市

12 努力賞 石島茜里 4年生 森の入口へ 栃木県那須塩原市

13 努力賞 浮橋　樹 4年生 川へつづく道 茨城県城里町

14 努力賞 川名真知 4年生 夕ぐれのさんぽ道 茨城県水戸市

15 努力賞 齋藤悠一郎 4年生 一輪車特訓の道 茨城県水戸市

16 努力賞 池田光樹 4年生 昔の人が作った道 長野県小諸市

17 努力賞 三瓶直裕 6年生 「ぼくの道！」「きみの道？」 埼玉県草加市

18 努力賞 太田みずき 5年生 キラキラトンネル 沖縄県恩納村

19 努力賞 岩村輝樹 3年生 春の皇居 東京都千代田区

中学校の部
No. 賞 氏名 学年 タイトル 撮影地

１ 金賞 峯　翔琉 3年生 男の友情 埼玉県

2 銀賞 髙栁優都 3年生 都会の道 東京都千代田区

3 銀賞 小菅夏希 2年生 梨収穫の帰り道 茨城県八千代町

4
ビックカメラ
賞

石塚理真 3年生 雷雲道 茨城県常総市

5 銅賞 秋山智哉 3年生 新年の光 埼玉県さいたま市

6 銅賞 伊藤あみ 2年生 行かないで 千葉県松戸市

7 銅賞 和田夢叶 2年生 ２年後の階段 神奈川県横浜市

8 銅賞 岡田　要 1年生 夕焼のレインボーブリッジ 東京都江東区

9 銅賞 田中みなみ 2年生 あと少し！ 静岡県下田市

10 努力賞 河田怜子 2年生 お散歩 茨城県八千代町

11 努力賞 野口來愛 2年生 ひまわりと青空と家族 栃木県那須町

12 努力賞 反町天駿 1年生 福を運んで 群馬県川場村

13 努力賞 野添夏海 3年生 光差し込む 京都府京都市

14 努力賞 石榑萌々香 3年生 お散歩楽しいね ―

15 努力賞 小島恵輔 3年生 蔵造りの町並み 埼玉県川越市

16 努力賞 島谷拓輝 3年生 粋な道 埼玉県さいたま市

17 努力賞 竹野将生 3年生 これからプール!!ピースw ―

18 努力賞 村木拓幸 3年生 青春の道 埼玉県さいたま市



19 努力賞 吉田梓乃 3年生 手のひらで転がす 山梨県北杜市

20 努力賞 金子唯月 1年生 雪げしき ―

21 努力賞 小林達也 1年生 師匠と弟子 千葉県松戸市

22 努力賞 小松麻耶 1年生 天海の森 千葉県いすみ市

23 努力賞 鴇田陽奈子 1年生
犬の散歩？ＮＯ！ＮＯ！犬を散
歩！

千葉県印西市

24 努力賞 松村優月 1年生 反対世界 ―

25 努力賞 常木佳太郎 2年生 商店街 東京都江東区

26 努力賞 井田明音 2年生 親子 山梨県北杜市

27 努力賞 麻生航大 3年生 流線 東京都調布市

28 努力賞 萩原拓海 3年生 お先真っ白 神奈川県川崎市

29 努力賞 越智優心 3年生 華やかに踊る 神奈川県相模原市

30 努力賞 田久保海璃 1年生 ずっといっしょに 静岡県伊豆市

31 努力賞 関口優汰 1年生 山中湖へ続く道
山梨県南都留郡山中湖
村

32 努力賞 野﨑はな 1年生 続く道へ 秋田県熊代市

33 努力賞 祢津晴之亮 1年生 善光寺平眺望 長野県千曲市

高等学校の部
No. 賞 氏名 学年 タイトル 撮影地

１ 金賞 中野未羽 2年生 跳べ!! 長崎県佐世保市

2 銀賞 宇佐美光琉 2年生 夏の日 埼玉県さいたま市

3 銀賞 西山千里子 1年生 右！左！よし！ 神奈川県鎌倉市

4
ビックカメラ
賞

櫻井真奈 3年生 特別な帰宅路 東京都台東区

5 銅賞 相羽もも華 2年生 紫陽花に惹かれて 栃木県鹿沼市

6 銅賞 加島ゆみ 3年生 祭りの日の道 埼玉県皆野町

7 銅賞 生田目智輝 1年生 夕刻の「Ｙ」 東京都中央区

8 銅賞 光成萌花 1年生 ママとお揃い 千葉県茂原市

9 銅賞 山田真緒 2年生 部活帰りの道で 神奈川県鎌倉市

10 努力賞 髙梨太智 1年生 青春の１ページ 群馬県渋川市

11 努力賞 青木政宗 2年生 あめあがり 群馬県渋川市

12 努力賞 飯塚杏莉 2年生 呼ぶ声 石川県加賀市

13 努力賞 望月　壮 1年生 鼓道 東京都杉並区

14 努力賞 小池一輝 3年生 家族 東京都文京区

15 努力賞 飯島彩恵 1年生 鎌倉を行く 神奈川県鎌倉市

16 努力賞 石橋　舞 1年生 家族で奈良井宿へ 長野県塩尻市

17 努力賞 小林愛梨 1年生 川越大正浪漫通りにて 埼玉県川越市

18 努力賞 牛田　葵 2年生 一枚懸命 長野県安曇野市

19 努力賞 篠田千尋 2年生 また明日！ 東京都江戸川区

20 努力賞 室木咲輝 2年生 晩秋の色 東京都港区

21 努力賞 渡邊史香 2年生 空へ 長野県白馬村

22 努力賞 阿部幸太郎 2年生 都の浴衣 京都府京都市

23 努力賞 丹野絢菜 2年生 路地裏の浜降祭 神奈川県茅ヶ崎市

24 努力賞 青栁夢羽 1年生 緑 山梨県

25 努力賞 大澤亜里紗 2年生 桜へ続く 長野県松本市


