
作品名 名前 市町村

最優秀賞 漂着の行方（カイダコ） 榊󠄀原マス 東京都新宿区

優秀賞 風わたる 藤田壽夫 山形県山形市

白鷹町長賞 郷愁 小野ひで 千葉県八千代市

鮭 清水泰 東京都練馬区

早春の白鷹 喜嶋定雄 山形県東根市

繁栄と衰退 長谷川田鶴子 東京都世田谷区

遥・３月 上村隆士 山形県新庄市

川の澱み 和田三夫 宮城県仙台市青葉区

吹屋小学校 楢󠄀本宮子 埼玉県朝霞市

農作業が始まるよ 寺沢勝義 山形県山形市

多層民家 上浦常雄 山形県山形市

雪の後 渡辺純一 福島県郡山市

yucca　gloriosa 眞貝櫻子 奈良県橿原市

母子（ははこ） 中谷孝史 山口県熊毛郡平生町

ヨイ　マネキ 永井祥浩 埼玉県鴻巣市

出羽追想 庄司勲 茨城県土浦市

野菜 加藤良子 東京都練馬区

里山の人 保科弘治 山形県寒河江市

想う 長田萌 宮城県刈田郡蔵王町

石切場の夜明 佐藤文夫 千葉県野田市

グラジオラス 鹿野敏弘 群馬県高崎市

痕跡７７ 芳賀則政 山形県西置賜郡白鷹町

夏まつり 堀越昭彦 山形県南陽市

古里の光に震えて 土屋和彦 山形県長井市

風雷伝 横澤恭兵 山形県南陽市

明日 中村和子 神奈川県茅ヶ崎市

牧場 秦野邦男 岡山県苫田郡鏡野町

つながる 木村光輝 山形県上山市

一人滑走 布施邦芳 山形県西村山郡朝日町

Memorandum.№９ 阿部沙也香 東京都東久留米市

personal　～Echo～ 齋藤晃慶 岐阜県岐阜市

カダス・果て 寺園俊子 神奈川県座間市

みちる 熊谷琴音 山形県山形市

forest　in　the　woman 髙野由美 東京都葛飾区

Dance　in　the　rain 伊藤雄基 東京都荒川区

すずめ 長谷川茜 山形県米沢市

ある日 松本菜花 山形県山形市

目覚めて 渡辺麻希 埼玉県さいたま市

街を想う 三浦真穂 山形県山形市

山の声 市村妙子 茨城県つくば市

モン族の子 前田尚子 東京都練馬区

チューリップに悪魔が囁く時 石井佳代子 愛知県一宮市木曽川町
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作品名 名前 学校名

最優秀賞 ファスナーの中には 伊藤凛 山形大学附属中学校

夏の庭 丸川颯河 白鷹町立白鷹中学校

深夜の理科室 森谷雛 尾花沢市立尾花沢中学校

やせたぼく 梅津諒 飯豊町立飯豊中学校

何かを見ている自分 伊藤千紘 飯豊町立飯豊中学校

夏の瑞龍院の鳥居 丸川和紗 白鷹町立白鷹中学校

我が家を守る毛谷明神 鈴木菜花 白鷹町立白鷹中学校

きれい、きれい。 鈴木皓太 白鷹町立白鷹中学校

ヒマワリ畑を通るフラワー長井線 穂積空 白鷹町立白鷹中学校

おじいちゃんのトマト畑 岩崎康雅 白鷹町立白鷹中学校

夏のテニスコート 紺野莉咲子 白鷹町立白鷹中学校

家の庭の石灯篭 竹田優香 白鷹町立白鷹中学校

正念寺境内より 中川みさき 白鷹町立白鷹中学校

ある夏の日 小林里穂 白鷹町立白鷹中学校

あじさいと御楯稲荷 山口泰知 白鷹町立白鷹中学校

自己発見　自己練磨 川田菜奈 白鷹町立白鷹中学校

私の町のフラワー長井線 山本和 白鷹町立白鷹中学校

静かな教室 大滝志那 庄内町立余目中学校

踊り子 五十嵐愛 真室川町立真室川中学校

猫 伊東千晴 山形大学附属中学校

雨上がりの紫陽花 児玉ミサキ 山形大学附属中学校

Rose's Drop 柏原音々 山形大学附属中学校

夕暮れの庭 佐藤飛龍 山形大学附属中学校

僕らが見てる世界 岸涼夏 山形大学附属中学校

木々が写る湖面 柏原文香 山形大学附属中学校

輝く夕日 阿部汐里 山形大学附属中学校

思い出の教室 早坂美羽 尾花沢市立尾花沢中学校

地上三万メートルの世界 田中亜実 尾花沢市立尾花沢中学校

折り鶴の旅 佐藤萌絵 尾花沢市立尾花沢中学校

存在と迷い 大乗文明 尾花沢市立尾花沢中学校

夏休みの戦う場所 三坂進馬 尾花沢市立尾花沢中学校

新しい出会い 髙橋里菜 尾花沢市立尾花沢中学校

海の図書館 兼子桃南 尾花沢市立尾花沢中学校
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作品名 名前 学校名

最優秀賞 はてなきハーモニー 齋藤龍太 白鷹町立鮎貝小学校

うしさん 金田煌牙 白鷹町立蚕桑小学校

りゅうのすごいたまご 鈴木晃平 寒河江市立白岩小学校

はくちょうがふわふわだったよ 阿部妃菜 寒河江市立白岩小学校

乗れてうれしかった一輪車 佐藤優衣 白鷹町立東根小学校

自転車とぼく 紺野巧夢 白鷹町立東根小学校

チェーンよ、直ってくれ 衣袋元基 白鷹町立東根小学校

自転車と私と妹 小形真緒 白鷹町立東根小学校

ぞうにのってそらへゴー！ 後藤叶友 白鷹町立荒砥小学校

たたかいだ！ 荒川獅恩 白鷹町立荒砥小学校

びっくりたまご 安部心陽 白鷹町立荒砥小学校

フシギなせかい 工藤華蓮 白鷹町立荒砥小学校

みんなであそんでるよ 横山美月 白鷹町立荒砥小学校

楽しかった子じしまい！ 石井勝斗 白鷹町立荒砥小学校

水泳って、楽しいな。 松田青輝 白鷹町立荒砥小学校

木の中のひみつきち 鈴木健祐 白鷹町立荒砥小学校

牛をなでるぼく 黒澤叶 白鷹町立鮎貝小学校

きょうりゅうはくにいったよ 丸川快斗 白鷹町立鮎貝小学校

黒じし 加藤昂平 白鷹町立鮎貝小学校

春キャンプ 熊坂円 白鷹町立鮎貝小学校

きれいな湖、気持ちいいな!! 黒澤瀬奈 白鷹町立鮎貝小学校

楽しい一りん車 遠藤美月 白鷹町立蚕桑小学校

クワガタにのった 菅道成 白鷹町立蚕桑小学校

ようこう学えんで花火大会 榎本千桜 白鷹町立蚕桑小学校

お出かけ帰り 大久保瑚花 白鷹町立蚕桑小学校

笑顔あふれる6年教室 今野由菜 白鷹町立蚕桑小学校

のはらでおべんとう 原田直緒 尾花沢市立宮沢小学校

さくらふぶき 髙橋潤 尾花沢市立宮沢小学校

緑につつまれた神社 髙橋咲綺音 飯豊町立第二小学校

がまの湯の屋上から 山口偉成 飯豊町立第二小学校

赤い大福寺のお堂 伊藤梨夏 飯豊町立第二小学校

陽だまりの午後 小松愛琉 アートキッズ団

ワインでかんぱい 渡辺琴音 アートキッズ団
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