
別紙

第８回「奥久慈清流ライン　乗ってみよう水郡線」児童絵画展　受賞者リスト

部門 各賞 題名 児童氏名 フリガナ 県 学校名 学年

低学年 金賞 やまつり山えき 水野　千大 ミズノ　チヒロ 福島県 須賀川市立稲田小学校 2年

低学年 銀賞 水郡線で犬の国に行こう 横田　悠 ヨコタ　ハルカ 茨城県 水戸市立常磐小学校 2年

低学年 銀賞 鮎おいしいな　水郡線 小原　大知 オバラ　タイチ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 1年

低学年 銅賞 虫たちとすいぐんせん 髙木　敢太 タカギ　カンタ 福島県 古殿町立古殿小学校 1年

低学年 銅賞 虹の橋を渡るニコニコ水郡線 飯田　琥雅 イイダ　ライガ 茨城県 那珂市立五台小学校 2年

低学年 銅賞 楽しいな　水ぐん線 松崎　央佳 マツザキ　ヒロカ 茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 2年

低学年 JR賞 ぼくのすんでる所の駅 松山　陽太 マツヤマ　ヒナタ 福島県 石川町立野木沢小学校 1年

低学年 JR賞 水郡線に手を振る子供達 折笠　知裕 オリカサ　トモヒロ 福島県 郡山市立御代田小学校 1年

低学年 JR賞 ドリル水郡線出発だあ！！ 深谷　勝隆 フカヤ　カツタカ 福島県 須賀川市立第二小学校 2年

低学年 JR賞 踏切と水郡線 片桐　康平 カタギリ　コウヘイ 茨城県 水戸市立三の丸小学校 1年

低学年 ぺんてる賞 家族みんなでランラン水郡線 村上　順菜 ムラカミ　ジュンナ 福島県 郡山市立守山小学校 1年

低学年 ぺんてる賞 みんなにこにこ水郡線 矢吹　理桜 ヤブキ　リオ 福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年 ぺんてる賞 線ろを走っている水ぐん線 阿久津　ひより アクツ　ヒヨリ 茨城県 常陸大宮市立大宮北小学校 2年

低学年 ぺんてる賞 えきとでんしゃ 生井澤　煌 ナマイザワ　ヒカル 茨城県 大子町立袋田小学校 1年

低学年 入選 すごいぞすいぐんせん 坂内　仁哉 バンナイ　ヒロヤ 福島県 郡山市立行健第二小学校 1年

低学年 入選 水郡線でおでかけだ！ 鈴木　宏賢 スズキ　コウケン 福島県 棚倉町立棚倉小学校 2年

低学年 入選 一番好きなのは水郡線 大藏　颯真 オオクラ　ソウマ 茨城県 那珂市立菅谷小学校 1年

低学年 入選 水ぐん線とぼく 黒羽　陽平 クロハ　ヨウヘイ 茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 2年

低学年 入選 夏の水ぐん線 野上　僚太 ノガミ　リョウタ 茨城県 常陸大宮市立大宮北小学校 2年

低学年 努力賞 ぼくの大すきな水郡線 山田　貴翔 ヤマダ　タカト 福島県 郡山市立守山小学校 2年

低学年 努力賞 田んぼと水郡線 早川　怜志 ハヤカワ　サトシ 福島県 郡山市立開成小学校 2年

低学年 努力賞 アイスと一緒に電車をみる 村上　正悟 ムラカミ　ショウゴ 福島県 郡山市立西田学園 1年

低学年 努力賞 たのしいすいぐんせん 元木　優莉 モトキ　ユウリ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年

低学年 努力賞 ドキドキする水ぐんせん 井川　空翔 イガワ　ソラ 茨城県 那珂市立芳野小学校 1年

中学年 金賞 学校から見える水郡線 檜座　篤史 ヒザ　アツシ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 4年

中学年 銀賞 花火の夜の水郡線 冨岡　由愛 トミオカ　ユメ 福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年 銀賞 紅葉の中を走る水郡線 寺門　利理菜 テラカド　リリナ 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 4年

中学年 銅賞 みんな大好き水郡線 冨岡　茉桜 トミオカ　マオ 福島県 石川町立石川小学校 4年

中学年 銅賞 水郡線、行ってらっしゃい！ 菊池　こころ キクチ　ココロ 茨城県 那珂市立五台小学校 3年

中学年 銅賞 水郡線で紅葉ハイキング 海老根　理咲 エビネ　リサ 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 3年

中学年 JR賞 冬のホームの足あと 山本　巧 ヤマモト　タクミ 福島県 郡山市立柴宮小学校 4年

中学年 JR賞 夏の夜の水郡線 乾　蒼一郎 イヌイ　ソウイチロウ 福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年 JR賞 チョウチョと水郡線 小林　真子 コバヤシ　マコ 茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 3年

中学年 JR賞 ゴーゴー出発！！水郡線 大塚　リナ オオツカ　リナ 茨城県 那珂市立芳野小学校 4年

中学年 ぺんてる賞 川東駅に止まる水ぐん線 鳥本　望祥 トリモト　ミサキ 福島県 須賀川市立第二小学校 3年

中学年 ぺんてる賞 水郡線とみんなと花火 金澤　怜也 カナザワ　レイヤ 福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年 ぺんてる賞 わたしのすきな水ぐん線 永沼　佳子 ナガヌマ　カコ 福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年 ぺんてる賞 おいしいパン屋さんのうらで 飯田　駿太朗 イイダ　シュンタロウ 福島県 郡山市立桜小学校 4年

中学年 入選 山方宿駅と水郡線 植村　はる香 ウエムラ　ハルカ 福島県 郡山ザベリオ学園小学校 4年

中学年 入選 出発進行　水郡線 諸橋　隆太郎 モロハシ　リュウタロウ 福島県 郡山市立開成小学校 4年

中学年 入選 夏の景色と水郡線 大津　虹太 オオツ　コウタ 茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 4年
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中学年 入選 行ってらっしゃい水郡線 中垣　陽斗 ナカガキ　ハルト 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 4年

中学年 入選 水郡線で海の中を探検だ！ 寺門　諒真 テラカド　リョウマ 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 3年

中学年 努力賞 水郡線の駅舎と列車 矢部　愁人 ヤベ　シュウト 福島県 須賀川市立長沼東小学校 4年

中学年 努力賞 花火を見ながら出発進行！ 川島　佑介 カワシマ　ユウスケ 福島県 須賀川市立第一小学校 3年

中学年 努力賞 水郡線と追いかけっこしたよ 鈴木　健生 スズキ　タケル 茨城県 水戸市立笠原小学校 3年

中学年 努力賞 出発前の水郡線 宇藤　優利 ウトウ　ユウリ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 3年

中学年 努力賞 夕日に照らされる水郡線 軍司　蒼士郎 グンジ　ソウシロウ 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 4年

高学年 金賞 夜の水郡線 中村　遥 ナカムラ　ハル 茨城県 常陸大宮市立村田小学校 6年

高学年 銀賞 ホームにとまる水郡線 橋本　智成 ハシモト　トモナリ 福島県 須賀川市立第一小学校 5年

高学年 銀賞 スプリング、カム　ヒア！ 山尾　涼葉 ヤマオ　スズハ 福島県 郡山市立柴宮小学校 6年

高学年 銅賞 雪の中を走る水郡線 森　柑介 モリ　カンスケ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 6年

高学年 銅賞 運転席からの景色 小圷　武蔵 コアクツ　ムサシ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年

高学年 銅賞 楽しかったよ水郡線 岡山　実央 オカヤマ　ミオ 茨城県 常陸大宮市立大宮北小学校 5年

高学年 JR賞 水郡線で出かけよう 齋藤　理門 サイトウ　リモン 福島県 塙町立塙小学校 6年

高学年 JR賞 ふみきりと水郡線 藤田　ななか フジタ　ナナカ 福島県 須賀川市立西袋第一小学校 5年

高学年 JR賞 いつも見ている駅 豊田　緋李 トヨダ　アカリ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年

高学年 JR賞 水郡線と水戸駅 大内　梨音 オオウチ　リオン 茨城県 那珂市立横堀小学校 6年

高学年 ぺんてる賞 郡山駅から 鈴木　眞瑚 スズキ　マコ 福島県 須賀川市立第三小学校 6年

高学年 ぺんてる賞 紅葉の中を走りぬく水郡線 横堀　陽南 ヨコボリ　ヒナ 福島県 郡山市立永盛小学校 5年

高学年 ぺんてる賞 自然の中の水郡線 豊田　大輝 トヨダ　ダイキ 茨城県 ひたちなか市立田彦小学校 5年

高学年 ぺんてる賞 山の井踏切 白井　陽大 シライ　ハルヒロ 茨城県 大子町立だいご小学校 5年

高学年 入選 風をきって走る水郡線 田中　裕斗 タナカ　ユウト 福島県 須賀川市立第三小学校 6年

高学年 入選 また行きたい水郡線in野木沢 林　菜月 ハヤシ　ナツキ 福島県 郡山市立大島小学校 5年

高学年 入選 矢祭桜と水郡線 宮河　心 ミヤカワ　ココロ 茨城県 水戸市立笠原小学校 5年

高学年 入選 水郡線もうすぐ出発 髙木　冬羽 タカギ　トワ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 5年

高学年 入選 秋の奥久慈と水郡線 佐川　桃寧 サガワ　モモネ 茨城県 大子町立生瀬小学校 6年

高学年 努力賞 ホッパ車と水郡線 松川　宗玄 マツカワ　シュウゲン 福島県 郡山ザベリオ学園小学校 5年

高学年 努力賞 矢祭山へ行ったよ 渡邉　美咲 ワタナベ　ミサキ 福島県 郡山市立永盛小学校 6年

高学年 努力賞 駅に止まる水郡線 石橋　宗芽 イシバシ　ソウガ 福島県 郡山市立柴宮小学校 5年

高学年 努力賞 夏の日の水郡線 福本　かなさ フクモト　カナサ 福島県 塙町立塙小学校 6年

高学年 努力賞 水郡線の中から見える水郡線 大森　叶詩 オオモリ　カナタ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 5年


