
賞 作 品 名 名 前 市 町 村

最優秀賞 パンドラの箱 中尾　廣太郎 鳥取県鳥取市

優秀賞 無常 マキノロラン 山形県山形市

白鷹町長賞 龍の山から 遠藤　正俊 山形県山形市

初雪の河畔 庄司　勲 茨城県土浦市

雄勝の登山道脇で 和田　三夫 宮城県仙台市

最上川河畔春雪 小野　ひで 千葉県八千代市

浜の一隅 三又　孝寛 神奈川県横須賀市

午睡・夏 三木　コヲジ 東京都国立市

サラマンカ 駒谷　日登美 山形県山形市

風なびく 池上　映子 長野県諏訪市

学びの場所　祈りの場所 鈴木　雅之 宮城県大河原町

無題2019110101 安藤　光 福島県福島市

冬景残照 水田　大輔 静岡県伊東市

笑う鬼 冨森　努 京都府京都市

黒い雲 金澤　隆二 茨城県土浦市

雪に奏す、寂々 渡邊　修一 山形県米沢市

記憶の刻 長谷川　守男 山形県山形市

終焉 池上　武男 長野県諏訪市

浮橋を渡す 小松　和花菜 宮城県仙台市

早春の飯豊 喜嶋　定雄 山形県東根市

風の音 阿部　好江 宮城県仙台市

春の訪れ 伊藤　武雄 山形県米沢市

声の孤独 芳賀　則政 山形県白鷹町

明暗 さとう　ふみお 千葉県野田市

里山の秋 吉井　利雄 茨城県牛久市

光射す 大西　隆夫 滋賀県大津市

マスクXI-A 甲賀　保 静岡県焼津市

Plan ｂ 2020-1 坪井　康宏 山形県天童市

新春の大漁旗 奥村　修 埼玉県上尾市

追憶列車 多田　耕二 千葉県君津市

祈り 細谷　由記 山形県河北町

赤い鍵 沖津　ふじ子 山形県寒河江市

想 南波　久 東京都台東区

猿 阿部　瑞李 宮城県塩竃市

欧 森　眞澄 宮城県仙台市

錦秋 上浦　常雄 山形県山形市

敬 志賀　清代子 和歌山県和歌山市

Phormium Tenax 平尾　早希 山梨県甲斐市

樹 佐藤　由子 福島県南相馬市

teachers' room 佐々木　綾子 山形県米沢市

越えて 榊原　愛美 山形県山形市

音が生まれるとき 松宮　榮典 宮城県仙台市
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賞 作 品 名 名 前 学 校 名 学年

最優秀賞 透明～実淵川の夏～ 髙嶋　風花 山形大学附属中学校 3年

沈みゆく太陽 髙梨　瑚太郎 白鷹町立白鷹中学校 1年

雨上がりの空 渡辺　琴音 白鷹町立白鷹中学校 3年

窓から見る景色 小谷部　将幸 白鷹町立白鷹中学校 1年

生命の水 中川　久綱 白鷹町立白鷹中学校 1年

懐かしい風景 仲島　美幸 白鷹町立白鷹中学校 1年

Summer　evening 高橋　七倖 白鷹町立白鷹中学校 1年

桜色に染まる町 髙橋　美咲 白鷹町立白鷹中学校 1年

子供の頃に歩いた散歩道 金田　陽太 白鷹町立白鷹中学校 2年

青に染まる夜 佐藤　叶望 白鷹町立白鷹中学校 3年

雨とガソリンの匂い 海老名　空来 白鷹町立白鷹中学校 3年

夕日 菊地　埜々花 白鷹町立白鷹中学校 3年

再会 本木　杏奈 山形大学附属中学校 2年

雲 舟越　理香子 山形大学附属中学校 2年

たそがれ時の魔法 髙橋　依鈴 山形大学附属中学校 2年

西の輝き 髙橋　香乃 山形大学附属中学校 1年

行きたい場所 本間　和花 天童市立第四中学校 3年

四季の花 齋藤　玲桜奈 天童市立第四中学校 1年

海から見た鳥海山 安孫子　結咲 寒河江市立陵西中学校 1年

大阪城 伊藤　俊輔 寒河江市立陵西中学校 1年

弟と妹 木村　心愛 寒河江市立陵西中学校 1年

色鮮やかなぶどう 菖蒲　雄 寒河江市立陵西中学校 2年

私の朝ごはん 横山　陽依 寒河江市立陵西中学校 2年

夏の思い出 鈴木　愛佳 寒河江市立陵西中学校 3年

夕日の雲 髙橋　音々花 寒河江市立陵西中学校 3年

雪の思い出 伊藤　綾乃 西川町立西川中学校 1年

思い出のイルカショー 荒木　一楽 西川町立西川中学校 1年

お花見しながらおさんぽ 庄司　怜那 西川町立西川中学校 2年

月山の朝日 玉谷　美月 西川町立西川中学校 2年

庭 荒木　瑛奈 西川町立西川中学校 2年

夕日の中で 小座間　楓 西川町立西川中学校 3年

家族 菅野　晴菜 西川町立西川中学校 3年

真意 今井　大睦 鶴岡市立鶴岡第一中学校 3年

優秀賞

入選
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賞 作 品 名 名 前 学 校 名 学年

最優秀賞 にじの広がるくに 沼澤　俐音 白鷹町立鮎貝小学校 2年

ぼくとメダカ 児玉　颯樹 白鷹町立蚕桑小学校 6年

うちゅうのたまごだよ 吉村　雫 白鷹町立鮎貝小学校 2年

しゃぼんだまあそび 大塚　優希 白鷹町立蚕桑小学校 1年

たくさんのさかな 渡部　蓮叶 白鷹町立蚕桑小学校 1年

ひみつのたまご 原田　泰地 白鷹町立蚕桑小学校 2年

くものろうごく 青木　煌志 白鷹町立蚕桑小学校 3年

あくまのサメ 児玉　琉樹 白鷹町立蚕桑小学校 3年

ジンベエザメ 今野　敦斗 白鷹町立蚕桑小学校 3年

大きなぞう 小松　陽向 白鷹町立蚕桑小学校 3年

たんじょう日のプレゼント 髙橋　杏珠 白鷹町立蚕桑小学校 3年

ぼくと犬のさんぽ 荘子　楓雅 白鷹町立蚕桑小学校 4年

初めて鳥と遊んだよ 新野　獅桐 白鷹町立蚕桑小学校 4年

いっぱいのラベンダーにつつまれたよ 斉藤　柚葉 白鷹町立蚕桑小学校 4年

楽しかったみちのえきめぐり 田口　陽葵 白鷹町立蚕桑小学校 5年

みんなで見たきれいな桜 槌谷　柚 白鷹町立蚕桑小学校 5年

おかあさんとおねえちゃんとコメリにいったよ 佐藤　蒼大 白鷹町立鮎貝小学校 1年

ふしぎなくに「たまごから木が生まれたよ」 鬼塚　藍乃介 白鷹町立鮎貝小学校 2年

カジキがこっちを見ている 小口　星文 白鷹町立鮎貝小学校 4年

きれいなクラゲ 岡部　航央子 白鷹町立鮎貝小学校 4年

友達といったお祭り 原田　桜果 白鷹町立鮎貝小学校 4年

行け、最強、恐竜！ 長谷部　歩夢 白鷹町立鮎貝小学校 5年

りすと仲良し 鬼塚　りおん 白鷹町立鮎貝小学校 5年

シャチさんこれからどこ行くの 川田　愛紗 白鷹町立鮎貝小学校 5年

あこがれのドラゴン 木村　咲笑 白鷹町立鮎貝小学校 5年

殺風景な教室 金田　風真 白鷹町立鮎貝小学校 6年

虚 清水　理久 白鷹町立鮎貝小学校 6年

色があふれる景色 山口　真聖 白鷹町立鮎貝小学校 6年

八郎 菅間　怜央 白鷹町立東根小学校 4年

落ちつく音楽室 梅津　希望 白鷹町立東根小学校 6年

思い出の体育館 佐山　ひなた 白鷹町立東根小学校 6年

思い出の校舎 新野　凜華 白鷹町立東根小学校 6年

かわいいクラゲドリーム 齋藤　菜々佳 川西町立吉島小学校 3年
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