
◆小学校低学年（1～３年）部門

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　　品　　名

指定 盛岡市立松園小学校 1年 藤　絢之介 おたからいっぱい

指定 洋野町立大野小学校 1年 竹高　一愛 コスモがいるうちゅうにあいにいくよ

自由 岩手大学教育学部附属小学校 1年 佐藤　葵依 やまねこさいばんかん

自由 洋野町立大野小学校 1年 長根　彰良 ぼくも、へんしんしたいな

指定 盛岡市立松園小学校 1年 中村　惟吹 火山がふんか

指定 北上市立黒沢尻西小学校 3年 長谷川　野ノ花 地下室のひとたち

自由 奥州市立水沢南小学校 3年 石川　空 モチモチの木

自由 北上市立江釣子小学校 3年 鈴木　柚乃 わたしのねこ　ムック

指定 洋野町立大野小学校 1年 上野　空詩 みどりバアバのすてきなむらさきのゆび先

指定 盛岡市立東松園小学校 1年 佐藤　芽和 しぜんであそぼう

自由 花巻市立南城小学校 2年 伊藤　彩夏 どんぐり大さわぎそうだん

自由 北上市立江釣子小学校 3年 髙橋　龍真 ねこがすき

指定 盛岡市立松園小学校 1年 四垂　士暉 いきものいっぱい

指定 盛岡市立東松園小学校 3年 口西　高虎 うちゅうのさんぽ

自由 洋野町立宿戸小学校 2年 苧坪　茉結 にじうおとくじら

自由 花巻市立南城小学校 2年 齋藤　斗愛 山ねこ、どんぐりさようなら
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賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　　品　　名

指定 二戸市立福岡小学校 6年 中村　花香 お話のたきぎがおこした奇跡

自由 盛岡市立向中野小学校 4年 加賀谷　結翔 手がつめたいよう

自由 奥州市立人首小学校 6年 西岡　蘭 五月

指定 二戸市立福岡小学校 6年 中山　琴花 地球を守るのは私たち

自由 二戸市立金田一小学校 6年 小笠原　陽麻 美しい鳥たち

自由 二戸市立福岡小学校 6年 髙森　覇生 幽霊魚をつり上げた！

指定 盛岡市立東松園小学校 5年 北舘　桜 海のゴミがなくなるよう願う

自由 金ケ崎町立三ケ尻小学校 5年 鈴木　菜々心 月夜のでんしんばしら

自由 二戸市立金田一小学校 6年 小川　愛心 又三郎が飛び立つ

指定 北上市立江釣子小学校 5年 伊藤　颯大 努力の結晶！メガスター

自由 二戸市立福岡小学校 6年 市橋　旺大 気力をふりしぼって

自由 二戸市立福岡小学校 6年 上山　知輝 うわあ！にげろー！
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◆中学校部門

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　　品　　名

指定 北上市立北上中学校 1年 長谷川　友信 平和へ突き進む零

自由 奥州市立胆沢中学校 2年 村上　佑夏 砂糖菓子の弾丸と実弾

自由 矢巾町立矢巾北中学校 3年 下河原　陽由 だれにもならない

自由 金ケ崎町立金ケ崎中学校 2年 千葉　愛花那 孤独の中で思う

自由 奥州市立胆沢中学校 2年 村上　沙紀 戦争と明るい未来

指定 一関市立萩荘中学校 3年 佐藤　舞奈 夜空を旅する虹の汽車

自由 岩泉町立小本中学校 2年 小澤 知英莉 「長い冬」を読んで

自由 金ケ崎町立金ケ崎中学校 2年 高橋　昂希 小鳥は自由を求める

自由 金ケ崎町立金ケ崎中学校 1年 佐藤　亜衣留 色を知ること

自由 花巻市立矢沢中学校 2年 藤根　あいか 虹色ほたる
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◆高等学校部門

賞 区分 学　　校 学年 氏　　名 作　　品　　名

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 安藤　静香 推しと私

自由 岩手県立大船渡高等学校 2年 熊谷　寧音 サントリーニの窓辺

自由 岩手県立大船渡高等学校 2年 佐々木　陽生 さようなら

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 杣澤　友梨 掌の上にて。

自由 岩手県立一戸高等学校 2年 大道　咲 ダメダメの、ダメ女

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 吉田　晶瑛 予感

自由 岩手県立盛岡第二高等学校 1年 平内　雫夏 どんな君でも主人公

自由 岩手県立大船渡高等学校 2年 菅野　陽菜子 兎の眼
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