
第９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

低学年の部 金賞 みんなだいすきすいぐんせん 鈴木　未来乃 スズキ　ミラノ 福島県 石川町立石川小学校 1年

低学年の部 銀賞 すいぐんせんにのってみた 大森　一翔 オオモリ　カズト 茨城県 大子町立だいご小学校 1年

低学年の部 銀賞 さくらのすいぐんせん 矢吹　太心 ヤブキ　タイシン 福島県 石川町立野木沢小学校 2年

低学年の部 銅賞 わいわいにぎやか水郡線 佐野　心乃花 サノ　コノカ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 2年

低学年の部 銅賞 うちゅうにとびたつ水郡線 深谷　南帆 フカヤ　ミナホ 福島県 須賀川市立第二小学校 2年

低学年の部 銅賞 まどからみえるすいぐんせん 溝井　菜緒 ミゾイ　ナオ 福島県 石川町立石川小学校 1年

低学年の部 JR賞 はじめてのすいぐんせん 清水　優雅 シミズ　ユウガ 茨城県 那珂市立菅谷西小学校 1年

低学年の部 JR賞 すいぐんせん 井上　せれな イノウエ　セレナ 茨城県 常陸大宮市立上野小学校 2年

低学年の部 JR賞 ぼくのすきな　水ぐん線 石井　貴琉  イシイ　キリュウ      茨城県 常陸大宮市立山方南小学校 2年

低学年の部 JR賞 ぼくとおとうとと水郡線 佐藤　壮 サトウ　ソウ 福島県 郡山市立行健第二小学校 2年

低学年の部 ぺんてる賞 すいぐんせん！！かっこいい！！ 上野　倖志朗 ウエノ　コウシロウ 茨城県 那珂市立芳野小学校 1年

低学年の部 ぺんてる賞 弟と一緒にみる水郡線 大藏　颯真 オオクラ　ソウマ 茨城県 那珂市立菅谷小学校 2年

低学年の部 ぺんてる賞 水郡線でアイスを食べに！！ 猪爪　小太郎 イノツメ　コタロウ 福島県 郡山市立守山小学校 1年

低学年の部 ぺんてる賞 楽しかった水郡線 永田　真絃 ナガタ　マイト 福島県 郡山市立大島小学校 2年

低学年の部 東京海上日動賞 水郡線で行ってきます 木名瀬　奨久 キナセ　タスク 茨城県 那珂市立五台小学校 2年

低学年の部 東京海上日動賞 やまのなかのかわあそび 麻植　雅文 アサウエ　マサフミ 茨城県 水戸市立吉田小学校 1年

低学年の部 東京海上日動賞 みらいのすいぐんせん 金澤　朋己 カナザワ　トモキ 福島県 棚倉町立近津小学校 1年

低学年の部 東京海上日動賞 すいぐんせんととつべの桜 緑川　朋 ミドリカワ　トモ 福島県 矢祭町立矢祭小学校 1年

低学年の部 入選 大子町の水郡線 神永　葵   カミナガ　アオイ     茨城県 大子町立だいご小学校 2年

低学年の部 入選 水郡線 梶間　心陽  カジマ　コハル      茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 1年

低学年の部 入選 のってみたいな水郡線 園部　竜梧 ソノベ　リュウゴ 茨城県 ひたちなか市立津田小学校 1年

低学年の部 入選 ぼくのなつやすみ 田倉　颯馬 タクラ　ソウマ 福島県 郡山市立桃見台小学校 1年

低学年の部 入選 こせんきょうから見たよ 國分　瑛 コクブン　テル 福島県 郡山市立富田東小学校 2年

低学年の部 入選 駅にとうちゃくする水郡線 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 2年

中学年の部 金賞 夏休みの水郡線 奈須　煌一朗 ナス　コウイチロウ 茨城県 水戸市立五軒小学校 3年

中学年の部 銀賞 ぼくの好きなDE１０ 椎名　柊介 シイナ　シュウスケ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 4年

中学年の部 銀賞 水郡線でまちめぐり 冨岡　由愛 トミオカ　ユメ 福島県 石川町立石川小学校 4年

中学年の部 銅賞 水ぐん線と花見 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 3年

中学年の部 銅賞 コスモス畑と紅葉水郡線 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 4年

中学年の部 銅賞 ふるさとつなぐ水郡線 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 4年

中学年の部 JR賞 水郡線宇宙ヘ出発3.2.1.0！ 飯田　琥雅 イイダ　ライガ 茨城県 那珂市立五台小学校 3年

中学年の部 JR賞 千波大橋から見た景色 髙木　蓮 タカギ　レン 茨城県 水戸市立緑岡小学校 4年

中学年の部 JR賞 笑顔がいっぱい水郡線 武田　優那 タケダ　ユナ 福島県 須賀川市立第二小学校 4年

中学年の部 JR賞 みんな大好き水郡線 小野　泰河 オノ　タイガ 福島県 浅川町立浅川小学校 4年

中学年の部 ぺんてる賞 みんなが乗っている水郡線 鴨志田　藍 カモシダ　アイ 茨城県 常陸太田市立太田小学校 3年

中学年の部 ぺんてる賞 秋の風景 小林　真子 コバヤシ　マコ 茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 4年

中学年の部 ぺんてる賞 水ぐん線がぼくの家に停るよ 鈴木　葵斗 スズキ　アオト 福島県 郡山市立桑野小学校 3年

中学年の部 ぺんてる賞 花火ごしの水郡線 吉本　うらら ヨシモト　ウララ 福島県 塙町立塙小学校 3年

中学年の部 東京海上日動賞 みんなで乗ったよ水郡線 堀田　フィルム ホッタ　フィルム 福島県 郡山市立朝日が丘小学校 4年

中学年の部 東京海上日動賞 おばあちゃんちへつれてって 鈴木　陽心 スズキ　ハルマ 福島県 郡山市立薫小学校 3年



第９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

中学年の部 東京海上日動賞 イルカまてまて！！水ぐん線 深谷　勝隆 フカヤ　カツタカ 福島県 須賀川市立第二小学校 3年

中学年の部 東京海上日動賞 みんなの水郡線 金澤　怜也 カナザワ　レイヤ 福島県 石川町立石川小学校 4年

中学年の部 入選 大子駅と水郡線 小林　巧   コバヤシ　タクミ     茨城県 大子町立さはら小学校 4年

中学年の部 入選 ぼくの家の前を通る水郡線 川ロ　裕稀 カワグチ　ユウキ 茨城県 常陸太田市立太田小学校 4年

中学年の部 入選 見晴らし台から見た水郡線 谷津　菜々海 ヤツ　ナナミ 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 3年

中学年の部 入選 みんなの水郡線 石井　聡人 イシイ　アキト 茨城県 水戸市立渡里小学校 3年

中学年の部 入選 夏の水郡線 栁沼　奏斗 ヤギヌマ　ソウト 福島県 郡山市立柴宮小学校 3年

中学年の部 入選 水郡線とコスモス 佐久間　美和 サクマ　ミワ 福島県 郡山市立桜小学校 4年

高学年の部 金賞 初夏の水郡線 鈴木　陽士 スズキ　ハルト 福島県 郡山市立富田西小学校 6年

高学年の部 銀賞 発見！水郡線の車両基地 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 5年

高学年の部 銀賞 水郡線と車しょうさん 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 5年

高学年の部 銅賞 タぐれ時、玉川村駅にて 浅野　泰志  アサノ　タイシ       茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 5年

高学年の部 銅賞 おねえちゃんと一緒に 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 6年

高学年の部 銅賞 物語に出てきそうな駅 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 6年

高学年の部 JR賞 「いっしょに帰ろう！」水郡線 檜座　篤史 ヒザ　アツシ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 5年

高学年の部 JR賞 自然を駆ける水郡線 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 6年

高学年の部 JR賞 田んぼを走る水郡線 山本　巧 ヤマモト　タクミ 福島県 郡山市立柴宮小学校 5年

高学年の部 JR賞 自然と水郡線 鈴木　雄太 スズキ　ユウタ 福島県 須賀川市立阿武隈小学校 5年

高学年の部 ぺんてる賞 初めて行った水郡線の駅 大塚　リナ オオツカ　リナ 茨城県 那珂市立芳野小学校 5年

高学年の部 ぺんてる賞 列車が三本並ぶ駅 鴨下　扶 カモシタ　タスク 茨城県 那珂市立菅谷西小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 上り列車 大森　叶詩 オオモリ　カナタ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 緑の中を走る水郡線 熊田　一花 クマダ　イチカ 福島県 須賀川市立阿武隈小学校 5年

高学年の部 東京海上日動賞 水郡線を待つ妹 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 5年

高学年の部 東京海上日動賞 矢祭山駅に止まる水郡線 川見　直己 カワミ　ナオキ 福島県 郡山市立安積第三小学校 5年

高学年の部 東京海上日動賞 自然豊かな泉郷駅 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 5年

高学年の部 東京海上日動賞 石川駅にやってくる水郡線 小湊　陽貴 コミナト　ヒダカ 福島県 石川町立沢田小学校 6年

高学年の部 入選 大好きな水郡線 海老根　太一 エビネ　タイチ 茨城県 那珂市立五台小学校 6年

高学年の部 入選 瓜連駅と水郡線 髙木　冬羽 タカギ　トワ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年

高学年の部 入選 水郡線　常陸鴻巣駅停車 田村　柊太  タムラ　シュウタ 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 5年

高学年の部 入選 出発するよ水郡線 高橋　ひな タカハシ　ヒナ 福島県 郡山市立富田小学校 6年

高学年の部 入選 紅葉の中を走り抜ける水郡線 矢吹　真悠 ヤブキ　マユ 福島県 須賀川市立第二小学校 6年

高学年の部 入選 もうすぐホームだ水郡線 緑川　怜依 ミドリカワ　レイ 福島県 棚倉町立高野小学校 6年


