
部門 各賞 題名 県 市町村 児童氏名 フリガナ 学校名 学年

低学年 1金賞 レッツゴー！ぼくらの水郡線 福島県 郡山市 阿久津　美空　アクツ　ミソラ　　　　　　　郡山市立柴宮小学校 1年

低学年 2銀賞 大好きな水郡線としゃぼん玉 茨城県 那珂市 清水　優衣　　 シミズ　ユイ　　　　　 那珂市立菅谷西小学校 2年

低学年 2銀賞 今日も明るく、がんばろう！ 茨城県 水戸市 猿田　悠真　　 サルタ　ユウマ　　　　　　　水戸市立見川小学校 2年

低学年 3銅賞 大すききいろのすいぐんせん 茨城県 那珂市 小林　蓮來　　 コバヤシ　ハフ　　　　　　　那珂市立五台小学校 1年

低学年 3銅賞 スイスイ～すいぐんせん 茨城県 常陸大宮市 軍司　和奏　　 グンジ　ワカナ　　　　　　　常陸大宮市立大宮西小学校 1年

低学年 3銅賞 花火と水郡線 福島県 須賀川市 松本　すみれ　 マツモト　スミレ　　　　　　須賀川市立柏城小学校 2年

低学年 4ＪＲ賞 ミラクルちきゅう水ぐんせん 福島県 郡山市 金澤　寛倫 カナザワ　ヒロミチ 郡山市立開成小学校 1年

低学年 4ＪＲ賞 はしるよ！すいぐんせん 福島県 矢祭町 鈴木　心望　　 スズキ　コノミ　　　　　　 矢祭町立矢祭小学校 1年

低学年 4ＪＲ賞 はれやかなすいぐんせん 福島県 矢祭町 豊田　晃佑　　 トヨタ　コウスケ　　　　　　矢祭町立矢祭小学校 1年

低学年 4ＪＲ賞 どこまでもはしる水ぐんせん 福島県 石川町 添田　陽太　　 ソエタ　ヨウタ　　　　　　　石川町立石川小学校 2年

低学年 5ぺんてる賞 すいぐんせんをみにいったよ 福島県 浅川町 白石　啓翔　　 シライシ　ヒロト　　　　　　浅川町立浅川小学校 1年

低学年 5ぺんてる賞 ゴーゴーでんしゃ 福島県 郡山市 後藤　蒼空　　 ゴトウ　ソウア　　　　　　　郡山市立小泉小学校 1年

低学年 5ぺんてる賞 水郡線と久慈川 茨城県 大子町 荷見　龍輝　　 ハスミ　リュウキ　　　　 大子町立袋田小学校 1年

低学年 5ぺんてる賞 のはらのりっきょう 茨城県 常陸大宮市 山田　咲樹　　 ヤマダ　サキ　　　　　　 常陸大宮市立大宮小学校 2年

低学年 6東京海上日動賞 なつのすいぐんせん 茨城県 那珂市 菊池　遼真　　 キクチ　リョウマ　　　　 那珂市立芳野小学校 1年

低学年 6東京海上日動賞 きれいな川と水郡線 福島県 郡山市 武内　友優　　 タケウチ　ユウ　　　　　　　郡山市立富田東小学校 2年

低学年 6東京海上日動賞 でんしゃでゴー！ 茨城県 那珂市 本田　陽一　　 ホンダ　ハルヒト　　　　 那珂市立瓜連小学校 2年

低学年 6東京海上日動賞 大子町の秋と水郡線 茨城県 大子町 柳下　茉花　　 ヤギシタ　マハナ　　　　　大子町立だいご小学校 2年

低学年 7入選 じいじとばあばにあいに 茨城県 つくば市 落合　美月　　 オチアイ　ミツキ　　　　　　つくば市立沼崎小学校 1年

低学年 7入選 はしれ、すいぐんせん 茨城県 大子町 大藤　もも　　 ダイトウ　モモ　　　　　　　大子町立袋田小学校 1年

低学年 7入選 GOGO水ぐんせん 福島県 須賀川市 大竹　禄 オオタケ　ロク 須賀川市立第一小学校 2年

低学年 7入選 塙駅と水郡線 福島県 塙町 穗積　龍緯　　　ホヅミ　リュウイ 塙町立塙小学校 2年

低学年 7入選 大好き過ぎる水郡線に乗って 福島県 郡山市 石井　梓月　　 イシイ　シヅキ　　　　　　郡山市立緑ケ丘第一小学校 2年

低学年 7入選 町たんけんで水ぐん線はっ見 茨城県 常陸太田市 金澤　快星　　 カナザワ　カイセイ　　　　　常陸太田市立峰山小学校 2年

第１２回「奥久慈清流ライン 乗ってみよう水郡線」児童絵画展（低学年の部）



部門 各賞 題名 県 児童氏名 フリガナ 学校名 学年

中学年 1金賞 ハシゴライドは楽しいな 茨城県 小林　奈央　　 コバヤシ　ナオ　　　　　　　常陸太田市立峰山小学校 3年

中学年 2銀賞 水郡線とみんな 福島県 横山　為成　　 ヨコヤマ　ナナル　　　　　　須賀川市立第二小学校 3年

中学年 2銀賞 みんなと仲良し水郡線 福島県 酒巻　花澄 ハナマキ　カスミ 須賀川市立第一小学校 3年

中学年 3銅賞 水郡線とぼくと瓜連小学校 茨城県 秋山　大地　　 アキヤマ　　ダイチ　　　　　那珂市立瓜連小学校 3年

中学年 3銅賞 雨の中の風っこ奥久慈 茨城県 酒井　琳仁　　 サカイ　リヒト　　　　　 水戸市立内原小学校 4年

中学年 3銅賞 乗りたいなイ工ロートレイン 茨城県 宮内　天良　　 ミヤウチ　タカラ　　　　　　常陸太田市立峰山小学校 4年

中学年 4ＪＲ賞 夏のはじめのスマイル水郡線 福島県 金澤　晃聡　　 カナザワ　アキサト　　　　　郡山市立開成小学校 3年

中学年 4ＪＲ賞 水ぐん線開通でおどったよ。 茨城県 石井　奨有太　 イシイ　ショウタ　　　　　　大子町立だいご小学校 3年

中学年 4ＪＲ賞 ぼくの親友と水郡線 茨城県 草山　直翔　　 クサヤマ　サオト　　　　　常陸太田市立峰山小学校 4年

中学年 4ＪＲ賞 また来てね、にぎわう場所ヘ 福島県 田中　滉　　　 タナカ　コウ　　　　　　　　石川町立石川小学校 4年

中学年 5ぺんてる賞 コスモスと大好き水郡線 福島県 金澤　澄怜　　 カナザワ　スミレ　　　　　石川町立石川小学校 3年

中学年 5ぺんてる賞 はしれ！すいぐんせん！ 茨城県 笠原　輝　　　 カサハラ　ヒカル　　　　　　茨城県立常陸太田特別支援学校 4年

中学年 5ぺんてる賞 お母さんと旅した水郡線 福島県 後藤　正太朗　 ゴトウ　ショウタロウ　　　　鏡石町立第一小学校 4年

中学年 5ぺんてる賞 瓜連駅 茨城県 工藤　颯斗　　 クドウ　ハヤト　　　　　　　那珂市立瓜連小学校 4年

中学年 6東京海上日動賞 楽しそうな水ぐん線 茨城県 杉山　健　　　 スギヤマ　ケン　　　　　　　水戸市立吉沢小学校 3年

中学年 6東京海上日動賞 地いきの宝　水郡線 福島県 矢吹　優奈　　 ヤブキ　ユウナ　　　　　　　石川町立石川小学校 3年

中学年 6東京海上日動賞 紅葉がきれいな水郡線 福島県 坂内　朝飛 バンナイ　アサヒ 郡山市立大島小学校 4年

中学年 6東京海上日動賞 水郡線と子ども達 福島県 斎藤　優妃　　 サイトウ　ユキ　　　　　　　須賀川市立義務教育学校稲田学園 4年

中学年 7入選 こんにちは！水郡線！ 茨城県 細谷　武玄　　　ホソヤ　タケハル　　　　　　水戸市立新荘小学校 3年

中学年 7入選 水ぐん線上手にとれるかな 茨城県 伊藤　愛翔　　 イトラ　マナト　　　　　　　水戸市立三の丸小学校 3年

中学年 7入選 水郡線に乗ったよ！ 福島県 遠藤　和磨　　 エンドウ　カズマ　　　　　　須賀川市立阿武隈小学校 3年

中学年 7入選 水郡線に乗って行きたいな 茨城県 檜山　菜奈美　 ヒヤマ　ナナミ　　　　　　　那珂市立瓜連小学校 4年

中学年 7入選 一日のスタートは水郡線 福島県 栁沼　瑠美 ヤギヌマ　ルミ 郡山市立御代田小学校 4年

中学年 7入選 行楽の水郡線 福島県 福田　捷翔　　 フクダ　ハヤト　　　　　　　石川町立石川小学校 4年
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部門 各賞 題名 県 児童氏名 フリガナ 学校名 学年

高学年 1金賞 トンネル抜けてさあ出発 茨城県 大津　結菜　　 オオツ　ユナ　　　　　　　　常陸大宮市立山方小学校 5年

高学年 2銀賞 奥州踏切の水郡線 福島県 鳥本　望真　　 トリモト　ノゾミ　　　　　　須賀川市立第二小学校 5年

高学年 2銀賞 バリアフリーな水郡線 茨城県 奈須　煌一朗　ナス　ユウイチロウ　　　　　水戸市立五軒小学校 6年

高学年 3銅賞 サイクルトレインにのりたい 茨城県 杉本　桔花　　 スギモト　キッカ　　　　　　水戸市立五軒小学校 5年

高学年 3銅賞 水郡線で会いにきたよ 茨城県 長谷川　志哉　ハセガワ　ユキヤ　　　　　　水戸市立吉沢小学校 6年

高学年 3銅賞 おいでよ！水郡線で 茨城県 軍司　啓次郎　グンジ　ケイジロウ　　　　　常陸大宮市立大宮西小学校 6年

高学年 4ＪＲ賞 久慈川にうつる水郡線 茨城県 関谷　茉紘　　 セキヤ　マヒロ　　　　　　　那珂市立瓜連小学校 5年

高学年 4ＪＲ賞 乗ってみたいな水郡線 茨城県 根本　美月　　 ネモト　ミズキ　　　　　　　那珂市立五台小学校 6年

高学年 4ＪＲ賞 ビッグアイも見ているよ 福島県 藤田　惺士朗　フジタ　セイシロウ　　　　　郡山市立朝日が丘小学校 5年

高学年 4ＪＲ賞 みんなが待ってる水郡線 茨城県 飯田　琥雅　　 イイダ　ライガ 那珂市立五台山学校 6年

高学年 5ぺんてる賞 紅葉の中を走る水郡線 福島県 阿久津　優言　アクツ　マコト　　　　　　　郡山市立柴宮小学校 5年

高学年 5ぺんてる賞 夏の空を走る水郡線 福島県 廣川　結人　　 ヒロカワ　ユイト　　　　　　郡山市立緑ケ丘第一小学校 5年

高学年 5ぺんてる賞 郡山と水戸を絆で結ぶ水郡線 福島県 神永　美虹　　 カミナガ　ミコ　　　　　　　郡山市立富田西小学校 6年

高学年 5ぺんてる賞 乗ってみたいな水郡線 福島県 片平　英希 カタヒラ　テルキ 郡山市立大島小学校 6年

高学年 6東京海上日動賞 自然の中を走る水郡線 福島県 深澤　祐貴　　 フカザワ　ユウキ　　　　　　郡山市立日和田小学校 5年

高学年 6東京海上日動賞 緑のトンネルへレッツゴー 茨城県 木名瀬　奨久　キナセ　タスク　　　　　　　那珂市立五台小学校 5年

高学年 6東京海上日動賞 春になったらのりたいよ 茨城県 檜山　錬太郎　　ヒヤマ　レンタロウ　　　　　　水戸市立河和田小学校 5年

高学年 6東京海上日動賞  『映える』水郡線 茨城県 髙信　月心　　 タカノブ　ツキミ　　　　　　ひたちなか市立長堀小学校 6年

高学年 7入選 ぼくの大すきな水郡線 茨城県 中村　悠　　　 ナカムラ　ユウ　　　　　　　常陸大宮市立上野小学校 5年

高学年 7入選 水郡線からの景色 福島県 遠藤　拓磨　　 エンドウ　タクマ　　　　　　須賀川市立阿武隈小学校 5年

高学年 7入選 友達と乗りたい水郡線 福島県 田口　隼也　　 タグチ　トシヤ　　　　　　　福島県立石川支援学校たまかわ校 6年

高学年 7入選 人を運ぶお仕事ご苦労さま 福島県 熊田　花凜　　 クマタ　カリン　　　　　　　郡山市立大成小学校 6年

高学年 7入選 磐城塙駅に入る水郡線 福島県 林　愛菜 ハヤシ　アイナ 郡山市立大島小学校 6年

高学年 7入選 走るとつつじ 福島県 川島　美音　　 カワシマ　ミオン　　　　 塙町立塙小学校 6年
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