
未就学児の部

大賞 てんとうむしみつけた 宮原　那菜 神奈川県 アトリエ ENDO

館長賞 田んぼ迷路で汽車ごっこ　楽しかったよ 三澤　紘花 静岡県

優秀賞 たけのこほり 中西　珠希 神奈川県 アトリエ ENDO

優秀賞 運動会は2位だった！ 稲田　花音 愛知県

優秀賞 とびばことべたよ 稲垣　陽太 愛知県

優秀賞 はじめてみた　りゅうぐうのつかい 前田　尚太朗 神奈川県 影美会アートアカデミー

優秀賞 だいすきな　おばの結婚式 山本　唯人 滋賀県

入選 にっこりおかおのじいとはあちゃん 吉本　晴真 愛知県

入選 あさがおとちょうちょ 田島　啓太郎 福岡県

入選 かわいいイルカ♡ 音川　涼葉 滋賀県

入選 とかげが　てに　のったよ！ 美奈川　誠 熊本県

入選 ママ、露天風呂って気持ちいいね！！ 梅津　杏菜 埼玉県

入選 水族館へ行ったよ 吉田　楓 京都府

入選 なかよく　おいもほり 沖田　澄和 広島県

入選 木のみをみーつけた 本良　和子 神奈川県 アトリエ ENDO

入選 目の前で見たかった！！パラリンピック 朝田　椛 徳島県

入選 幼稚園の芋ほり、たくさんとれたよ！ 山口　美玲 愛知県

入選 今年も楽しみ、クリスマスの夜。 佐藤　希 愛知県

入選 遠足で見た　ヘラクレスオオカブト 川北　涼ノ介 京都府

入選 うごく　きょうりゅうと　ぼく 松山　朔 千葉県

入選 ようちえんに　かみきりむしさんがいたよ 山宮　朝陽 長野県

入選 楽しい運動会 劉　蕗依 岡山県 三原色の会

入選 カエルさん　こんにちは 西川　大喜 京都府

入選 みかん４つでおなかいっぱいになっちゃった 宮田　晴風 東京都

入選 ブランコに立ったぞー 加藤　慧 神奈川県 影美会アートアカデミー



小学校低学年の部

大賞 楽しいリンゴがり 浜田　涼菜 神奈川県 アトリエ ENDO

館長賞 家族でながしそうめん 房岡　紅葉 京都府

優秀賞 いろんな魚をみつけたよ 野田　千隼 京都府

優秀賞 楽しかった　夏のうら山 川澤　東爾郎 高知県 森光一仙絵画教室

優秀賞 春のおとずれ 土居　美結 高知県 森光一仙絵画教室

優秀賞 シマドジョウ　にげちゃった 西岡　陸杜 滋賀県

優秀賞 キツツキと白樺林 山根　碧斗 大阪府 絵画教室苺

入選 夏のひこねじょう 高島　悠宇 滋賀県

入選 おさらをつくった 酒井　玲 京都府

入選 ダイオウイカ対マッコウクジラ 南端　咲良 京都府

入選 迫力満点！ 田仲　那帆 京都府

入選 線香花火の競走 柳　穂佳 京都府

入選 たんぼのなか ペッマニー　玖音 愛知県 こども造形教室　ダ・ヴィンチ

入選 みかんがり 桑野　珠莉 徳島県 アトリエ 遠渡（高木教室）

入選 つよいぞ　テナガコガネ！ 榛葉　宗一朗 神奈川県 アトリエ ENDO

入選 金シャチタッチ 伊藤　咲那 愛知県

入選 さわのぼり 林　優芽 高知県 森光一仙絵画教室

入選 初めて馬に乗った私 入江　彩矢 大阪府 ゆびまるこ

入選
飛行機のコックピットに乗せてもらったことあるんだ。

前みたいに旅行に行きたいな。
栗田　悠生 岐阜県

入選 パパが1ｍのブリをつったよ！ 牛嶋　真唯 岐阜県

入選 ばあちゃんちで牛にミルクをあげたよ！ 山本　葵 愛知県 アトリエとまる

入選
山口県のおいもをおくるよ！

おじいちゃん、おばあちゃん長生きしてね♡
芦田　詞葉 山口県

入選 待ちに待ったサツマイモほり！！ 守屋　蒼空 神奈川県 影美会アートアカデミー

入選 楽しい運動会 小出　亜美 静岡県 室野絵画教室

入選 楽しかった稲刈り 梅村　和沙 大阪府



小学校高学年の部

大賞 メタセコイア並木 牧野　帆花 京都府

館長賞 庭でとれたトマト 坂井　佑衣 京都府

優秀賞 みんなの思い出　松江城 武田　健太郎 島根県

優秀賞 川遊び 木谷　昌仁 奈良県 アトリエ・カーマイン

優秀賞 夏の朝顔 堀内　雫月 京都府

優秀賞 タイでの楽しかったぞうとの思い出 柴田　愛実 愛知県 アトリエとまる

優秀賞 春のスカイツリー 中村　優花 大阪府 絵画教室苺

入選 家族でともした線香花火 岩﨑　莉央 滋賀県

入選 父への想い 大下　敬太郎 福岡県

入選 夜空の光 増田　すい 愛知県 こども造形教室　ダ・ヴィンチ

入選 名物1位を争う人気名物 小林　達弘 愛知県 こども造形教室　ダ・ヴィンチ

入選 飛驒の和ろうそく 西垣　汰一 岐阜県 木村ARTスクール

入選 おいしいかきをありがとう 門田　京子 徳島県 アトリエ 遠渡（高木教室）

入選 なつかしい風景 阿部　優矢 神奈川県 アトリエ ENDO

入選 かっこいいスケボー 市川　千陽 神奈川県 アトリエ ENDO

入選 激流探検隊！ 原　漱汰 高知県 森光一仙絵画教室

入選 お彼岸 亀山　なな子 福岡県

入選 初めてけん玉が入った日 久留美　友理 三重県 こども絵画教室

入選 おじいちゃんと鳥羽城跡に行った 五十嵐　凜大 三重県 こども絵画教室

入選 竹林の路 吉野　心 大阪府 絵画教室苺

入選 描く手 中西　紗悠 大阪府 絵画教室苺

入選 能楽堂の1列目で見た漫才 鬼頭　知花 京都府 アトリエラパンブルー

入選 ハッピーバースディ　ぼく 西中　聡理 神奈川県 影美会アートアカデミー

入選 大きなカニ捕まえた 小出　勇太 静岡県 室野絵画教室

入選 お兄ちゃんと一緒にテレビ 田中　龍平 滋賀県 子どもアトリエ


