
第７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 ワクワク初めての水郡線 玉坂　美幸 タマサカ　ミユキ 福島県 郡山市立行健小学校 2年

低学年 銀賞 あさがおせんろの水ぐんせん 冨岡　由愛 トミオカ　ユメ 福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年 銀賞 みんなだいすきすいぐんせん 飯田　琥雅 イイダ　ライガ 茨城県 那珂市立五台小学校 1年

低学年 銅賞 水郡線が動物園になっちゃった!! 深谷　勝隆 フカヤ　カツタカ 福島県 須賀川市立第二小学校 1年

低学年 銅賞 初めて２人で乗りました 神山　星雫 カミヤマ　セナ 福島県 玉川村立玉川第一小学校 1年

低学年 銅賞 水ぐん線とよーいどん！ 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 2年

低学年 JR賞 なつのすいぐんせん 春山　優貴 ハルヤマ　ユウキ 福島県 郡山市立大島小学校 1年

低学年 JR賞 ぼくが水ぐん線のうんてん手 鈴木　葵斗 スズキ　アオト 福島県 郡山市立桑野小学校 1年

低学年 JR賞 たのしかった水郡線 佐場野　陽生 サバノ　ハルキ 福島県 郡山市立柴宮小学校 1年

低学年 JR賞 しゅっぱーつ 寺門　慶 テラカド　ケイ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年

低学年 ぺんてる賞 ゆめをのせて走る水ぐん線 鈴木　日奈乃 スズキ　ヒナノ 福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年 ぺんてる賞 夜の花火と水郡線 石塚　脩希 イシヅカ　ハルキ 福島県 塙町立塙小学校 2年

低学年 ぺんてる賞 キャンプ場から見た水ぐん線 濱　史也 ハマ　フミヤ 茨城県 水戸市立緑岡小学校 2年

低学年 ぺんてる賞 水郡線行ってらっしゃい！ 樫村　聡介 カシムラ　ソウスケ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 2年

低学年 入選 イルカと海の上を走る水郡線 秋葉　栞音 アキハ　カノン 福島県 郡山市立開成小学校 2年

低学年 入選 水ぐん線で水戸へ行ったよ 坂本　航樹 サカモト　コウキ 茨城県 那珂市立菅谷西小学校 2年

低学年 入選 奥いばらきをはしります 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

2年

低学年 入選 水郡線とひまわり畑 瀧澤　颯馬 タキザワ　ソウマ 茨城県 水戸市立笠原小学校 1年

低学年 入選 水郡線、出発進行！ 矢島　大地 ヤジマ　ダイチ 茨城県 那珂市立横堀小学校 1年

低学年 努力賞 よるの水ぐん線 溝井　心 ミゾイ　シン 福島県 石川町立石川小学校 2年

低学年 努力賞 はしれ！はしれ！水ぐん線 石橋　廉斗 イシバシ　レント 福島県 郡山市立柴宮小学校 1年

低学年 努力賞 大好き水郡線 片岡　柚月 カタオカ　ユヅキ 茨城県 那珂市立菅谷東小学校 1年

低学年 努力賞 のってきたよ水郡線 鯉渕　薫 コイブチ　カオル 茨城県 水戸市立吉沢小学校 2年

低学年 努力賞 ようこそ　白鳥の里へ 桑原　鼓太朗 クワバラ　コタロウ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年

中学年 金賞 鮎つりを楽しむ水郡線 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 4年

中学年 銀賞 わたしの町の水ぐん線 冨岡　茉桜 トミオカ　マオ 福島県 石川町立石川小学校 3年

中学年 銀賞 今日も水郡線に「ただいま～！」 檜座　篤史 ヒザ　アツシ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 3年

中学年 銅賞 いってらっしゃい水郡線 七見　陽菜 ナナミ　ハナ 福島県 郡山市立大島小学校 4年

中学年 銅賞 川東駅の一日 石井　志実 イシイ　コノミ 福島県 郡山市立小山田小学校 4年

中学年 銅賞 ぼくと水郡線の春夏秋冬 飯田　風雅 イイダ　フウガ 茨城県 那珂市立五台小学校 4年

中学年 JR賞 しぜんがたっぷり水ぐん線 ヨシダ　ワカナ 福島県 須賀川市立阿武隈小学校 3年

中学年 JR賞 田畑を走る水郡線 深谷　光里 フカヤ　ヒカリ 福島県 須賀川市立第二小学校 4年

中学年 JR賞 内川ふみきり 白井　陽大 シライ　ハルヒロ 茨城県 大子町立だいご小学校 4年

中学年 JR賞 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 4年

中学年 ぺんてる賞 虹の線路を走る水郡線 山本　巧 ヤマモト　タクミ 福島県 郡山市立柴宮小学校 3年

中学年 ぺんてる賞 水郡線でどこまでも 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 3年

中学年 ぺんてる賞 くもの上の水郡線 伊藤　香里 イトウ　カオリ 茨城県 那珂市立瓜連小学校 3年

中学年 ぺんてる賞 花火と水ぐん線 大塚　リナ オオツカ　リナ 茨城県 那珂市立芳野小学校 3年

中学年 入選 ホタルがうかぶ水郡線 吉成　有彩 ヨシナリ　アリサ 福島県 棚倉町立近津小学校 4年

中学年 入選 水郡線でプラネタリウムへ！ 矢吹　優花 ヤブキ　ユウカ 福島県 古殿町立古殿小学校 4年
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部門 各賞 題名 児童氏名 フリガナ 県 学校名 学年

中学年 入選 沿線で野球の試合 佐藤　俊佑 サトウ　シュンスケ 福島県 須賀川市立西袋第一小学校 3年

中学年 入選 ふみきりを行く水郡線 山本　望 ヤマモト　ノゾミ 茨城県 水戸市立緑岡小学校 4年

中学年 入選 スイグンセンのたび 益子　愛菜 マシコ　アイナ 茨城県 大子町立だいご小学校 3年

中学年 努力賞 春の水ぐん線へレッツゴー 鈴木　杏梨 スズキ　アンリ 福島県 須賀川市立第二小学校 3年

中学年 努力賞 田んぼのわきを走る水郡線 橋本　一輝 ハシモト　イツキ 福島県 石川町立石川小学校 4年

中学年 努力賞 走れ!!水郡線 佐場野　愛佳 サバノ　アイカ 福島県 郡山市立柴宮小学校 3年

中学年 努力賞 バーベキュー 生田目　大輝 ナバタメ　ヒロキ 茨城県 水戸市立稲荷第二小学校 4年

中学年 努力賞 橋をわたる水郡線 小室　瀬捺 コムロ　セナ 茨城県 常陸大宮市立美和小学校 3年

高学年 金賞 陸橋と水郡線 佐藤　隼斗 サトウ　ハヤト　 茨城県 常陸大宮市立山方南小学校 6年

高学年 銀賞 快晴の水郡線 井上　優花 イノウエ　ユウカ 茨城県 常陸太田市立水府小学校 6年

高学年 銀賞 ようこそ奥久慈へ 佐川　桃寧 サガワ　モモネ 茨城県 大子町立生瀬小学校 5年

高学年 銅賞 川東駅 松谷　恵那 マツヤ　エナ 福島県 須賀川市立第三小学校 5年

高学年 銅賞 水郡線の豊かな周り 鈴木　那賀登 スズキ　ナガト 福島県 玉川村立玉川第一小学校 6年

高学年 銅賞 一緒にはしる水郡線 金井塚　萌 カナイヅカ　モエ 茨城県 那珂市立五台小学校 6年

高学年 JR賞 紅葉を走る水郡線 関根　知哉 セキネ　トモヤ 福島県 須賀川市立第三小学校 6年

高学年 JR賞 ぼくのすきなDE１０ 金子　大真 カネコ　ヒロマ 茨城県 常陸大宮市立山方南小学校 5年

高学年 JR賞 水郡線が出発するよ 森　柑介 モリ　カンスケ 茨城県 常陸太田市立機初小学校 5年

高学年 JR賞 新緑の中の水郡線 益子　晴將 マシコ　セイショウ 茨城県 大子町立黒沢小学校 6年

高学年 ぺんてる賞 学校近くの踏切を走る水郡線 佐久間　大夢 サクマ　ヒロム 福島県 浅川町立浅川小学校 6年

高学年 ぺんてる賞 水郡線で思い出つくろう 中川　陽登 ナカガワ　ハルト 福島県 郡山市立開成小学校 5年

高学年 ぺんてる賞 友達と野木沢駅に行ったよ 中島　音和 ナカジマ　トウワ 福島県 郡山市立富田小学校 5年

高学年 ぺんてる賞 谷田川駅から水戸駅へ 植村　碧 ウエムラ　アオイ 福島県 郡山市立朝日が丘小学校 6年

高学年 入選 秋を駆けめぐる 須田　琴菜 スダ　コトナ 福島県 須賀川市立第二小学校 5年

高学年 入選 夜、田んぼに映る水郡線 石井　清太 イシイ　ショウタ 福島県 郡山市立小山田小学校 6年

高学年 入選 ぼくの町の水郡線 齋藤　理門 サイトウ　リモン 福島県 塙町立塙小学校 5年

高学年 入選 みんなを乗せる水郡線 増子　和希 マシコ　カズキ 茨城県 常陸大宮市立山方小学校 6年

高学年 入選 水郡線に乗ったよ 中村　遥 ナカムラ　ハル 茨城県 常陸大宮市立村田小学校 5年

高学年 努力賞 郡山駅を出発する水郡線 松下　修大 マツシタ　シュウタ 福島県 石川町立石川小学校 5年

高学年 努力賞 初めての水戸駅の水郡線 小木　聖也 オギ　セイヤ 福島県 玉川村立玉川第一小学校 6年

高学年 努力賞 自然の中の水郡線 木村　来夢 キムラ　ライム 茨城県 常陸大宮市立大宮西小学校 6年

高学年 努力賞 大子を走る水郡線 大内　泰吾 オオウチ　タイゴ 茨城県 常陸大宮市立村田小学校 6年

高学年 努力賞 秘密基地から見た水郡線 若林　圭悟 ワカバヤシ　ケイゴ 茨城県 常陸大宮市立大宮小学校 5年


