
第10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 都道府県 学校名 学年

低学年の部 金賞 浅川の花火と水郡線    乾 百花   イヌイ モモカ       福島県 石川町立石川小学校 2年 

低学年の部 銀賞 すいぐんせんにのったよ  橋本 大河  ハシモト タイガ      福島県 郡山市立朝日が丘小学校 1年 

低学年の部 銀賞 かぞくでのったよ水ぐん線 清水　優雅  シミズ　ユウガ     茨城県 那珂市立菅谷西小学校 2年 

低学年の部 銅賞 すいぐんせん       檜山　花音  ヒヤマ　カノン       茨城県 水戸市立緑岡小学校 1年 

低学年の部 銅賞 ようこそ！やまつりヘ   緑川 朋   ミト゛リカワ　トモ     福島県 矢祭町立矢祭小学校 2年 

低学年の部 銅賞 花火れっ車でレッツゴー！ 鈴木 未来乃 スズキ   ミラノ     福島県 石川町立石川小学校 2年 

低学年の部 ＪＲ賞 春だよ！水郡線で行こう！！ 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 2年 

低学年の部 ＪＲ賞 夏の日の水郡線とぼく 大森　一翔 オオモリ　カズト 茨城県 大子町立だいご小学校 2年 

低学年の部 ＪＲ賞 ワクワクするよすいぐんせん 菅野 陽楓  カンノ   ハルカ     福島県 郡山ザベリオ学園小学校 2年 

低学年の部 ＪＲ賞 みんなでのろう水郡線   鈴木 麻莉歌 スス゛キ  マリカ     福島県 郡山ザベリオ学園小学校 2年 

低学年の部 ぺんてる賞 ひまわり畑にいってみよう 猪爪 明奈  イノツメ ハルナ      福島県 郡山市立守山小学校 1年 

低学年の部 ぺんてる賞 おばあちゃんと乗った水郡線 本田 のい  ホンダ ノイ        福島県 須賀川市立西袋第一小学校 1年 

低学年の部 ぺんてる賞 すいぐんせん！      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 2年 

低学年の部 ぺんてる賞 ぼくの町の水郡線     草山　直翔  クサヤマ　ナオト     茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 2年 

低学年の部 東京海上日動賞 すいぐんせんのたび 朝比奈　沙良 アサヒナ　サラ 茨城県 水戸市立緑岡小学校 1年 

低学年の部 東京海上日動賞 にじいろでんしゃ     鈴木　優依  スズキ　ユイ       茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年 

低学年の部 東京海上日動賞 でんしゃでおでかけ    三瓶 哲也  サンヘ゜イ テウヤ     福島県 郡山市立行健小学校 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 兒玉　律 コダマ　リツ 福島県 塙町立塙小学校 1年 

低学年の部 入賞 ぼくとすいぐんせん    萩野谷　春優 ハギノヤ　ハルマサ    茨城県 那珂市立瓜連小学校 1年 

低学年の部 入賞 かっこいい水郡線     山崎　望結  ヤマザキ　ミユ      茨城県 大子町立だいご小学校 1年 

低学年の部 入賞 すいぐんせんにのったよ  小橋 拓真  コバシ タクマ 福島県 郡山ザベリオ学園小学校 1年 

低学年の部 入賞 しゅっぱつ！水ぐんせん 久池井　紫月 クチイ　シヅキ 茨城県 常陸太田市立太田小学校 2年 

低学年の部 入賞 お花がいっぱいすいぐんせん 小木 結希音 オキ゛ ユキネ       福島県 石川町立石川小学校 2年 

低学年の部 入賞 みんな大好き水郡線 岩下 紗奈 イワシタ　サナ 茨城県 大子町立だいご小学校 1年 

中学年の部 金賞 水郡線に乗って花火見たいな 深谷 勝隆  フカヤ カツタカ      福島県 須賀川市立第二小学校 4年 

中学年の部 銀賞 まだまだ頑張れ水郡線   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 4年 

中学年の部 銀賞 郡山駅の水郡線 田中　瑞希 タナカ　ミズキ 福島県 須賀川市立第三小学校 4年 

中学年の部 銅賞 水郡線にはじめてのったよ 大原 征仁  オオハラ セヒト      福島県 郡山市立柴宮小学校 3年 

中学年の部 銅賞 川をまたぐ水郡線     長谷川　志哉 ハセガワ　ユキヤ      茨城県 水戸市立吉沢小学校 4年 

中学年の部 銅賞 水郡線で世界の友達と旅行！ 飯田　琥雅  イイダ　ライガ       茨城県 那珂市立五台小学校 4年 

中学年の部 ＪＲ賞 行ってらっしゃい水郡線  木名瀬　奨久 キナセ　タスク       茨城県 那珂市立五台小学校 3年 

中学年の部 ＪＲ賞 自然と水郡線       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 4年 

中学年の部 ＪＲ賞 水郡線が走る笑顔のまち 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 4年 

中学年の部 ＪＲ賞 ワクワクぼくの特別席 鈴木　葵斗 スズキ　アオト 福島県 郡山市立桑野小学校 4年 

中学年の部 ぺんてる賞 かっこよかった水郡線   圷　祐希人  アクツ　ユキト       茨城県 那珂市立横堀小学校 3年 

中学年の部 ぺんてる賞 夏の夜の水郡線      阿久津 優言 アクツ マコト       福島県 郡山市立柴宮小学校 3年 

中学年の部 ぺんてる賞 夏の星空と水郡線     加藤　響々那 カトウ　ネネナ 福島県 石川町立石川小学校 3年 

中学年の部 ぺんてる賞 おばあちゃんちの水郡線  村岡 凛   ムラオカ リン       福島県 郡山ザベリオ学園小学校 4年 

中学年の部 東京海上日動賞 家族みんなでリモート旅行 小林　優月   コバヤシ　ユヅキ　　    茨城県 那珂市立菅谷小学校 3年 

中学年の部 東京海上日動賞 ぼくの好きな水郡線    草場 颯介  クサハ゛ ソウスケ     福島県 郡山市立開成小学校 3年 



中学年の部 東京海上日動賞 鉄橋をわたる水郡線    矢吹 理桜  ヤフ゛キ リオ       福島県 石川町立石川小学校 4年 

中学年の部 東京海上日動賞 ワクワクする電車のおでかけ 國分　紀香 コクブン　ノリカ 福島県 郡山市立桜小学校 4年 

中学年の部 入選 水郡線を見ながら魚つり  本間　玄真  ホンマ　フカシ       茨城県 水戸市立石川小学校 3年 

中学年の部 入選 よるの水ぐんせん 大井上　福恵 オオイノウエ　フクエ 茨城県 ひたちなか市立長堀小学校 3年 

中学年の部 入選 みんな笑顔の水郡線    神永　葵   カミナガ　アオイ     茨城県 大子町立だいご小学校 3年 

中学年の部 入選 水郡線に乗ったよ     須田 創哉  スタ゛ ソウヤ       福島県 須賀川市立第三小学校 3年 

中学年の部 入選 橋と自然を走る水郡線   坂内 仁哉  ハ゛ンナイ ヒロヤ     福島県 郡山市立行健第二小学校 3年 

中学年の部 入選 わたしの町の水郡線    西村　心結  ニシムラ　ミユ       茨城県 那珂市立瓜連小学校 4年 

高学年の部 1金賞 水郡線とぼくの通学路と柿の木 檜座　篤史  ヒザ　アツシ       茨城県 那珂市立瓜連小学校 6年 

高学年の部 2銀賞 夜の瓜連駅        椎名　柊介  シイナ　シュウスケ     茨城県 那珂市立瓜連小学校 5年 

高学年の部 2銀賞 夏が来たよ水郡線     鳥本 望祥  トリモト  ミサキ    福島県 須賀川市立第二小学校 5年 

高学年の部 3銅賞 水郡線で秋をめぐろう！  角田　慶   ツノダ　ケイ       茨城県 水戸市立千波小学校 5年 

高学年の部 3銅賞 ひまわり畑と水郡線    小林　真子  コバヤシ　マコ      茨城県 常陸太田市立佐竹小学校 5年 

高学年の部 3銅賞 春の磐城石川駅      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 5年 

高学年の部 4ＪＲ賞 トンネルを抜ける水郡線  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 5年 

高学年の部 4ＪＲ賞 紅葉の中を走る水郡線   一之瀬　紫乃 イチノセ　シノ       茨城県 水戸市立吉沢小学校 6年 

高学年の部 4ＪＲ賞 待ってたよ水郡線     冨岡 茉桜  トミオカ マオ       福島県 石川町立石川小学校 6年 

高学年の部 4ＪＲ賞 木造駅舎と水郡線     秋山 北透  アキヤマ  ホクト     福島県 須賀川市立第一小学校 6年 

高学年の部 5ぺんてる賞 自然の水郡線       関　千紘   セキ　チヒロ        茨城県 水戸市立見川小学校 5年 

高学年の部 5ぺんてる賞 もみじの中を走る水郡線  冨岡 由愛  トミオカ ユメ       福島県 石川町立石川小学校 5年 

高学年の部 5ぺんてる賞 夏の水郡線        佐久間 美和 サクマ ミワ        福島県 郡山市立桜小学校 5年 

高学年の部 5ぺんてる賞 夏を走る水郡線      熊田 愛莉  クマタ゛ アイリ      福島県 須賀川市立大東小学校 6年 

高学年の部 6東京海上日動賞 水郡線とつつじ山 小松　優斗 コマツ　ユウト 福島県 塙町立塙小学校 5年 

高学年の部 6東京海上日動賞 千波大橋を通過する水郡線 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 6年 

高学年の部 6東京海上日動賞 夜の水郡線        小原　凜音  オバラ　リオン       茨城県 常陸太田市立機初小学校 6年 

高学年の部 6東京海上日動賞 表しょう式の帰り道    山本 巧  ヤマモト  タクミ   福島県 郡山市立柴宮小学校 6年 

高学年の部 7入選 久慈川をわたる水郡線 野田　晃世 ノダ　コウセイ 茨城県 常陸太田市立太田小学校 5年 

高学年の部 7入選 あさかながもりえきと水郡線  鈴木 眞寧  スス゛キ マナ       福島県 須賀川市立第三小学校 5年 

高学年の部 7入選 みんな大好き水郡線    藤本　悠奈  フジモト　ハルナ     茨城県 那珂市立横堀小学校 6年 

高学年の部 7入選 水郡線と駅        松本　陽   マツモト　ハル      茨城県 那珂市立横堀小学校 6年 

高学年の部 7入選 静かな川東駅       齋藤 桃杏  サイトウ  モモ      福島県 須賀川市立西袋第一小学校 6年 

高学年の部 7入選 タ焼けの水郡線      小口 埜乃  オク゛チ ノノ       福島県 須賀川市立第三小学校 6年 


