
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 やまつり山の水ぐんせん 矢吹　優奈  ヤブキ　ユウナ       福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年の部 銀賞 みんなででんしゃをみたよ 小野里　皇成 オノザト　コウセイ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年

低学年の部 銀賞 えがおででんしゃでゴー 福田　士 フクダ　ツカサ 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 2年

低学年の部 銅賞 やっとのれたすいぐんせん 清水　優衣 シミズ　ユイ 茨城県 那珂市立菅谷西小学校 1年

低学年の部 銅賞 水郡線で宇宙旅行ヘ出発だ！ 下重　勇理  シモジュウ　ユウリ     福島県 塙町立塙小学校 2年

低学年の部 銅賞 水ぐん線とさかなつり 小林　奈央 コバヤシ　ナオ 茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 2年

低学年の部 ＪＲ賞 宇宙を走る水郡線 間々田　祥也 ママダ　ショウヤ      福島県 郡山市立桜小学校 1年

低学年の部 ＪＲ賞 だいすきなすいぐんせん 松本　大輝  マツモト　ダイキ      福島県 郡山市立富田東小学校 1年

低学年の部 ＪＲ賞 花火が見える水郡線 紺野　咲花  コンノ　ハナ        福島県 郡山市立小泉小学校 1年

低学年の部 ＪＲ賞 みんなのすいぐんせん 秋山　大地 アキヤマ　ダイチ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 2年

低学年の部 ぺんてる賞 ゴーゴー水郡線 矢口　詩雫 ヤグチ　シズク 茨城県 大子町立袋田小学校 1年

低学年の部 ぺんてる賞 なつの水郡線でレッツゴー 鈴木　陽茉莉 スズキ　ヒマリ      福島県 須賀川市立第二小学校 2年

低学年の部 ぺんてる賞 水郡線で海の中に行きたいな 酒巻　花澄  サカマキ　カスミ      福島県 須賀川市立第一小学校 2年

低学年の部 ぺんてる賞 にじと水郡線 檜山　花音 ヒヤマ　カノン 茨城県 水戸市立緑岡小学校 2年

低学年の部 東京海上日動賞 もりのなかのすいぐんせん 三瓶　友佑  サンペイ　ユウスケ     福島県 石川町立石川小学校 1年

低学年の部 東京海上日動賞 はじめてのったすいぐんせん 藤田　めい フジタ　メイ 茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 1年

低学年の部 東京海上日動賞 水中水ぐん線で出ぱつ！ 金澤　晃聡  カナザワ　アキサト    福島県 郡山市立開成小学校 2年

低学年の部 東京海上日動賞 しあわせはこぶ水ぐん線 金澤　澄怜  カナザワ　スミレ     福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年の部 入賞 まどのそとにはなにみえる 齋藤　陽茉梨 サイトウ　ヒマリ      福島県 須賀川市立阿武隈小学校 1年

低学年の部 入賞 大好きな水郡線 中野　優叶  ナカノ　ユウト       福島県 矢祭町立矢祭小学校 1年

低学年の部 入賞 あおばと水郡線 坂本　蒼葉 サカモト　アオバ 茨城県 ひたちなか市立佐野小学校 1年

低学年の部 入賞 わたしのまちの水郡線   山崎　花純 ヤマザキ　カスミ 茨城県 常陸太田市立西小沢小学校 1年

低学年の部 入賞 ま夏のひたちあおやぎえき 野口　理人 ノグチ　リヒト 茨城県 水戸市立五軒小学校 2年

低学年の部 入賞 ぼくと水郡線 細谷　武玄 ホソヤ　タケハル 茨城県 水戸市立新荘小学校 2年

第１１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（低学年の部）



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 金賞 早く旅行に行けますように 大津　結菜 オオツ　ユナ 茨城県 常陸大宮市立山方小学校 4年

中学年の部 銀賞 水郡線でサイクリング 乾　百花   イヌイ　モモカ       福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年の部 銀賞 景色がきれいな水郡線 佐野　心乃花 サノ　コノカ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 4年

中学年の部 銅賞 また乗りたいな水郡線のSL 酒井　琳仁 サカイ　リヒト 茨城県 水戸市立内原小学校 3年

中学年の部 銅賞 水郡線と楽しむオリンピック 鈴木　瞳子  スズキ　トウコ       福島県 郡山市立日和田小学校 4年

中学年の部 銅賞 走れ水郡線！花火の夜空を 阿久津　優言 アクツ　マコト       福島県 郡山市立柴宮小学校 4年

中学年の部 ＪＲ賞 世界のみんなと水郡線   石川　皐遥  イシカワ　コハル      福島県 郡山市立朝日が丘小学校 3年

中学年の部 ＪＲ賞 水郡線に手をふるパパと私 大塚　ルナ オオツカ　ルナ 茨城県 那珂市立芳野小学校 3年

中学年の部 ＪＲ賞 夜の水郡線 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 4年

中学年の部 ＪＲ賞 走れ！水郡線 杉本　桔花 スギモト　キッカ 茨城県 水戸市立五軒小学校 4年

中学年の部 ぺんてる賞 夏の矢祭山へいらっしゃい！ 緑川　朋   ミドリカワ　トモ      福島県 矢祭町立矢祭小学校 3年

中学年の部 ぺんてる賞 宇宙の水郡線 小薗井　彩 オソノイ　アヤ 茨城県 那珂市立五台小学校 3年

中学年の部 ぺんてる賞 水郡線に乗って冒険だ！ 伊藤　巧 イトウ　タクミ 茨城県 水戸市立三の丸小学校 4年

中学年の部 ぺんてる賞 コスモス畑と水郡線 松井　愛子 マツイ　アイコ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 4年

中学年の部 東京海上日動賞 常陸大子に停車する水郡線 齊藤　佑弥  サイトウ　ユウヤ     福島県 郡山市立桃見台小学校 3年

中学年の部 東京海上日動賞 水郡線でピクニック楽しいな 鐘築　千愛 カネチク　チエ 茨城県 茨城大学教育学部附属小学校 3年

中学年の部 東京海上日動賞 未来の水郡線 勅使河原　凪 テシガワラ　ナギ      福島県 郡山市立橘小学校 4年

中学年の部 東京海上日動賞 虹に駆ける、水郡線 加古　瑠莉那 カコ　ルリナ 茨城県 日立市立日高小学校 4年

中学年の部 入賞 野木沢駅と電車 草野　桃花  クサノ　モモカ       福島県 石川町立野木沢小学校 3年

中学年の部 入賞 田んぼを走る水郡線 田中　滉   タナカ　コウ        福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年の部 入賞 水戸駅発水郡線 渡邉　陽大 ワタナベ　ハルト 茨城県 大子町立だいご小学校 3年

中学年の部 入賞 すいぐんせんパーティー 笠原　輝 カサハラ　ヒカル 茨城県 茨城県立常陸太田特別支援学校 3年

中学年の部 入賞 塙町の自然と水郡線 蓮岡　大地  ハスオカ　ダイチ      福島県 郡山市立富田小学校 4年

中学年の部 入賞 水郡線と春の花 矢吹　太心 ヤブキ　タイシン 福島県 石川町立野木沢小学校 4年

第１１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（中学年の部）



部門 各賞 題名 児童氏名 フリガナ 県 学校名 学年

高学年の部 金賞 石川桜谷を走る水郡線 冨岡　由愛  トミオカ 　ユメ     福島県 石川町立石川小学校 6年

高学年の部 銀賞 水郡線と競走だー！！ 小林　未來 コバヤシ　ミライ 茨城県 那珂市立五台小学校 5年

高学年の部 銀賞 おかえり！水郡線 小川　栞奈 オガワ　カンナ 茨城県 ひたちなか市立田彦小学校 6年

高学年の部 銅賞 駅舎を出る水郡線 今井　将志  イマイ　マサシ       福島県 須賀川市立西袋第一小学校 5年

高学年の部 銅賞 全線運転再開おめでとう！ 長谷川　志哉 ハセガワ　ユキヤ 茨城県 水戸市立吉沢小学校 5年

高学年の部 銅賞 静かな矢祭山駅 内田　裕陸  ウチダ　ヒロム       福島県 郡山市立大島小学校 6年

高学年の部 ＪＲ賞 あたらしい水郡線 高木　美嘉 タカキ　ミカ 茨城県 水戸市立千波小学校 5年

高学年の部 ＪＲ賞 ぼくの大好きな四季の水郡線 田中　祐吉 タナカ　ユウキチ 茨城県 つくばみらい市立陽光台小学校 5年

高学年の部 ＪＲ賞 紅葉と水郡線 小林　未羽  コバヤシ　ミウ     福島県 郡山市立小山田小学校 6年

高学年の部 ＪＲ賞 復旧した橋と水郡線 池田　成 イケダ　ナル 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 磐城塙駅 小松　優斗  コマツ　ユウト       福島県 塙町立塙小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 私の町の水郡線 永沼　佳子  ナガヌマ　カコ      福島県 石川町立石川小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 水郡線、運転再開！！ 山本　笙惺 ヤマモト　ショウセイ 茨城県 水戸市立五軒小学校 6年

高学年の部 ぺんてる賞 夕方の瓜連駅 椎名　柊介 シイナ　シュウスケ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年

高学年の部 東京海上日動賞 豊作願う水郡線 鈴木　葵斗  スズキ　アオト       福島県 郡山市立桑野小学校 5年

高学年の部 東京海上日動賞 気持ちもつなぐ水郡線 横田　悠 ヨコタ　ハルカ 茨城県 水戸市立常磐小学校 5年

高学年の部 東京海上日動賞 僕が描くサイクルトレイン 軍司　啓次郎 グンジ　ケイジロウ 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 5年

高学年の部 東京海上日動賞 夏の水郡線 滝　悠真 タキ　ユウマ 茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 6年

高学年の部 入賞 秋の紅葉、水郡線 小林　心音  コバヤシ　ココネ      福島県 福島県立石川支援学校たまかわ校 5年

高学年の部 入賞 家から見える水郡線 金澤　さち  カナザワ　サチ     福島県 須賀川市立大東小学校 5年

高学年の部 入賞 レッツゴー ぼくらの水郡線 中村　琉聖  ナカムラ　ルイト      福島県 郡山市立守山小学校 5年

高学年の部 入賞 さあ！わたろう久慈川 矢吹　理桜  ヤブキ　リオ        福島県 石川町立石川小学校 5年

高学年の部 入賞 磐城守山駅に到着した水郡線 佐藤　大和  サトウ　ヤマト     福島県 郡山市立守山小学校 6年

高学年の部 入賞 水郡線、常磐線共に全線開通 神保　涼太 ジンボ　リョウタ 茨城県 水戸市立緑岡小学校 6年

第１１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（高学年の部）


