
第 11回こども絵画コンクール 入賞作品一覧 

 

未就学児の部 

 

大賞 

《めじろがおはなにやってきた》  壁谷 茉由椛 5歳  神奈川県秦野市  

影美会アートアカデミー 

 

館長賞 

《冬眠まえのシマリス》  窪田 紗英子 6歳  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー  

 

 

優秀賞 

《おねえちゃんととうもろこしを わけっこ 》 牛嶋 真唯 5歳 岐阜県揖斐郡 

《ぞうのみずあそび》 海野 桜介 4歳 神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《トンボスイスイ》  岡田 凜太郎  6歳 神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《鎌倉の大仏さま》 鎌谷 樹希 6歳 神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《わたしのパパ 》 山田 琴子 4歳 神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

入選 

《はじめてきょうりゅうはくぶつかんにいったよ》 遠藤 悠月 5歳 滋賀県守山市  

《金魚》 井田 楓夏 6歳 奈良県桜井市  増田絵画教室 

《おめでとう》 上村 貴乎 6歳 奈良県桜井市  増田絵画教室 



《おいもほりをしたよ》 小田 悠晴 6歳 奈良県奈良市  お絵かき広場 

《おくちをぱくぱくしているよ》 小野 心花 5歳 広島県広島市  ほうりん安幼稚園 

《でっかいイルカ》 川田 梨里帆 6歳  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《おおきいザリガニつかまえた》  河畑 杏音  3歳  滋賀県守山市  

守山市立玉津こども園 

《ぼくのサンタさん》 五味 奨悟 4歳 大阪府箕面市 若葉幼稚園 絵画教室 

《ようちえんバス 》 近藤 のどか 6歳 大阪府東大阪市 アトリエ遊 永和教室 

《どんぐりひろい 》 佐藤 帆夏 6歳 奈良県奈良市 お絵かき広場 

《あっ、あおいとり！》  中川 禮 6歳 滋賀県長浜市  

《あっかんべー 》 西田 奈央 6歳 大阪府東大阪市 アトリエ遊 永和教室 

《じいちゃんと乗った SL北びわこ号》 堀川 登生 5歳 愛知県春日井市  

《火山が爆発した！！ 》 松本 悠良  6歳 神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《鳥のケーキ屋さん》 右田 理菜 5歳 大阪府箕面市 若葉幼稚園絵画教室 

《夜のおたのしみ！！ 》 守屋 蒼空 6歳 神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《お月さまに住むのは…》 安井 優恵 4歳 大阪府箕面市  若葉幼稚園絵画教室 

《おすし だいすき！》  熊 世勛 5歳 岡山県岡山市 三原色の会 

 

 

 

 

 



小学校低学年の部 

 

大賞 

《ザリガニ取ったどー！！》 山本 光姫 3年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

 

 

館長賞 

《土佐のみなと祭》 武田 南穂 3年生  高知県高知市  森光一仙絵画教室 

 

優秀賞 

《にわとりのおやこ》 市川 明里 1年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

 

《アザラシのおゆうぎタイム》 市川 穂乃 3年生  神奈川県秦野市 

影美会アートアカデミー 

 

《箱めがねで夢中になった夏の日》 早岡 佐納 2年生  高知県高知市  

森光一仙絵画教室  

 

《工場の２カイから見た大すきな鯉のぼり》 宮村 創士 2年生  滋賀県長浜市 

 長浜市立神照小学校 

 

《スズメの観察 》 吉村 航 3年生  奈良県宇陀市 アトリエ・カーマイン 

 

入選 

《によど川でジャンプ》  岡野 にな  2年生  兵庫県芦屋市  

《とびばことべた 》 池添 茜 2年生  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《ワニ地獄》 石田 直大 3年生  滋賀県大津市  大津市立青山小学校 

《ニコがお家にやってきた!》 上野 吏央 2年生 滋賀県大津市 大津市立青山小学校 



《早く歌舞伎役者になりたいな 》 牛嶋 美衣奈   1年生  岐阜県揖斐郡  

《たこたまご》 鬼頭 知花 2年生  京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《たのしいな花火 》 小八木 万緒  2年生 兵庫県神戸市  

《ホタルがいっぱい》 髙森 千遥 1年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《ごみ拾いをしたよ》 土居 美結 1年生  高知県高知市 森光一仙絵画教室 

《玉入れ》 中村 柊葵 1年生  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《大好きなお兄ちゃんと野球》  西中 聡理  2年生  神奈川県秦野市  

影美会アートアカデミー 

《「あ！トンボ見ーつけた！」》 馬殿 美羽 3年生 滋賀県大津市 大津市立和邇小学校 

《かわいいひつじ》 浜田 涼菜 1年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《きのこがたくさん！！ 》 本良 聡典 2年生  神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《海水浴》 村田 絢莉 2年生 京都府京都市 京都女子大学附属小学校 

《お友達とジャムづくり》 元村 未来 3年生  三重県津市  

ヒーロー伊藤スタジオ美術研究所 キッズラボ 

《とうもろこし》 矢野 泰暉 2年生  滋賀県大津市 大津市立和邇小学校 

《海で遊んだよ 》  吉田 智香  1年生  滋賀県大津市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小学校高学年の部 

 

大賞 

《水をのむゾウ 》 岩木 大空 6年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

 

 

館長賞 

《宇佐漁協の見学》 田村 瑠菜 4年生 高知県高知市 森光一仙絵画教室 

 

 

優秀賞 

《ライオンの親子》 平岡 麻依 ５年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《柿の豊作》 藤澤 沙英 6年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《飛んでゆけ》 仁保 太貴 6年生   京都府宇治市 アトリエ ラパンブルー 

《「感動ありがとう」日本代表》  加藤 ほなつ 5年生 静岡県伊豆市 室野絵画教室 

《ガラスづくり体験》 加山 奈実 6年生  三重県津市  

ヒーロー伊藤スタジオ美術研究所 キッズラボ 

 

入選 

《ケニア号から見た動物の景色》 岡本 莉里 6年生  滋賀県大津市 



大津市立仰木の里東小学校 

《倉敷美観の地区の街並み》  南 りこ 6年生 滋賀県大津市  

大津市立仰木の里東小学校 

《家族とびわこへ》 新 尚翔 6年生 滋賀県大津市 大津市立下阪本小学校 

《カメハメハ大王像》 山森 遥斗 5年生  滋賀県大津市 大津市立小野小学校 

《温泉で湯の花をすくったよ》 原田 千咲世   4年生  滋賀県大津市  

大津市立青山小学校 

《うめの花にうぐいす！ 》 田中 あみ  4年生 神奈川県海老名市 アトリエ ENDO 

《たのしいドッジボール 》 市川 千陽  4年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《子ネコのお昼ね》 松本 実依 6年生  神奈川県海老名市  アトリエ ENDO 

《習い始めたピアノ》 山口 葵 4年生   愛知県春日井市  アトリエ ENDO 

《ディズニーランドの感動をふるさとへ》  岡村 栞奈  5年生  高知県高知市 

 森光一仙絵画教室 

《サファリーパーク》 桶谷 和乎 5年生  奈良県宇陀市 アトリエ・カーマイン 

《金魚のエサやり》 瀬川 あこ 6年生  奈良県宇陀市 アトリエ・カーマイン 

《笑顔も弾ける泡プール》 加賀爪 咲希   4年生 滋賀県野洲市  

《「いただきます」》 柴岡 遼 4年生  高知県高知市 葛島保育園絵画造形教室 

《一位だぜ》 田中 龍平 4年生  滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《ぼくらの先生》 早瀬 太陽 6年生  滋賀県大津市 子どもアトリエ 

《機械みたいな鳥》 矢野 正大 4年生  神奈川県秦野市 影美会アートアカデミー 

《戦車に乗っている人 》 河西 悠希 4年生  静岡県伊豆市  室野絵画教室 


