
第12回　｢身近な土木を描いてみよう！」図画コンク－ル入賞者一覧　優秀賞（１３名）佳作(51名）
賞 学校名 学年 名前 題名

優秀賞 呉市立安浦小学校 1 土井　奏輔 安全なまちになるように
優秀賞 広島市立段原小学校 1 笹谷　颯太 げいびせんがはしをわたるよ
優秀賞 広島市立安西小学校 2 古川　裕太 きれいな白水港の海
優秀賞 広島市立吉島小学校 2 梁　心海 おうちの近くで働くショベルカー
優秀賞 広島市立安西小学校 3 新出　あおい 春の音戸大橋
優秀賞 鳥取市立青谷小学校 4 前田　大翔 さいがいふっきゅう工事
優秀賞 柳井市立柳北小学校 5 岩谷　愛海 黒抗川ダム
優秀賞 呉市立昭和西小学校 6 廣崎　夢音 道路舗装
優秀賞 下松市立下松中学校 1 西川　日菜 土木技術と災害復旧
優秀賞 岩国市立灘中学校 2 田村　若菜 岩国港臨海道路
優秀賞 岩国市立灘中学校 2 村中　希颯 県道岩国大竹線森ヶ原第二トンネル
優秀賞 下松市立末武中学校 3 宝川　奈緒 笠戸大橋
優秀賞 周南市立菊川中学校 3 渡邉　和志 身近にある橋と自然
佳作 広島市立山本小学校 1 前田　瑚太郎 のりたい！カープでんしゃ
佳作 広島市立比治山小学校 1 鈴木　弘晃 まちをつくろう
佳作 呉市立昭和西小学校 1 久保　友輝 どしゃくずれのふっきゅう
佳作 広島市立戸坂小学校 1 山元　悠葵 こうじげんば
佳作 広島市立牛田小学校 1 井上　朔太郎 きらら夢トンネルの中の光る装飾とおくからくるとことこトレイン
佳作 広島市立矢賀小学校 1 石川　大護 山や川をきれいにするパワーアップカー
佳作 呉市立郷原小学校 1 住田　侑里香 はまだばし
佳作 周南市立沼城小学校 2 西村　紅葉 須々万の川
佳作 広島市立比治山小学校 2 小林　千桜 宇品大橋と花火
佳作 広島市立五日市小学校 2 前田　一期 五日市駅前すぐ近くの踏切
佳作 広島市立五日市小学校 2 原　愛華 きんたいきょう
佳作 呉市立昭和西小学校 2 末松　美優 小さくても力もち
佳作 松江市立法吉小学校 2 青山　和 ふねからみた大さかのはし
佳作 呉市立昭和西小学校 3 久後　佐奈 大きくてきれい音戸大橋
佳作 広島市立古田台小学校 3 飛彈　智紀 新幹線とJRの橋
佳作 広島市立段原小学校 3 佐々木　淳平 下から見てもきれいな宇品橋
佳作 広島市立段原小学校 3 徳丸　雄大 ぼくの町にぎやかだ！
佳作 広島市立段原小学校 3 中村　奏太 空こうとはたらく人たち
佳作 広島市立比治山小学校 4 河井　聡美 土しゃさいがいからまもるさぼうダム
佳作 防府市立華城小学校 4 松﨑　悠真 宇部空港から行ってきます。
佳作 防府市立華城小学校 4 藤井　琴音 道路工事
佳作 広島市立早稲田小学校 4 寺山　佳純 第３音戸大橋と遠くにみえる第２音戸大橋
佳作 岡山市立平津小学校 4 児子　佑花 瀬戸大橋
佳作 広島市立観音小学校 5 郷田　夢実 広島空港
佳作 廿日市市立阿品台西小 5 佐藤　千歳 町の土木
佳作 鳥取市立美保小学校 5 中野　椋太 角島大橋
佳作 広島市立段原小学校 5 重河　創世 ぼくの街の比治山トンネル
佳作 岡山市立伊島小学校 5 山下　果純 横断歩道橋の上から
佳作 広島県立福山北特別支援学校 5 津下　航瑠 しまなみ海道がみえた
佳作 周南市立戸田小学校 6 福本　光規 戸田駅
佳作 鳥取市立美和小学校 6 藤岡　宏平 これって何？
佳作 鳥取市立美保南小学校 6 髙垣　快生 鳥取西道路の交差点
佳作 福山暁の星小学校 6 石田　莉子 島をつなぐしまなみ海道
佳作 周南市立菊川中学校 1 三巻　麟太郎 川上ダム
佳作 光市立室積中学校 1 川口　泰生 僕の好きな道路
佳作 広島大学附属三原中学校 1 森数　由布奈 砂防工事
佳作 岩国市立灘中学校 1 荒川　璃千愛 南岩国町　鉄橋
佳作 広島市立亀山中学校 1 青木　陽菜 鉄塔のある景色
佳作 広島市立早稲田中学校 2 浦上　緒音 女学院大学前交差点
佳作 光市立大和中学校 2 木村　大星 陰で支える橋
佳作 光市立大和中学校 2 御幡　蓮 支える橋
佳作 光市立大和中学校 2 出穂　弦大 関門トンネル
佳作 広島城北中学校 2 長田　正晴 平和大橋　歩道橋
佳作 広島大学附属三原中学校 2 村上　真輝 山中の一般道路と谷を跨ぐ橋
佳作 広島大学附属三原中学校 2 石原　結樹 広島空港進入灯
佳作 下松市立末武中学校 3 浜垣　裕 岩国空港
佳作 広島市立可部中学校 3 近藤　佑花 可部駅
佳作 岩国市立灘中学校 3 纐纈　昌宗 丸山ダム
佳作 岩国市立灘中学校 3 牧平　大和 南岩国の踏切と橋
佳作 岩国市立灘中学校 3 上田　真奈美 角島大橋
佳作 岩国市立灘中学校 3 沖村　遙音 西岩国駅舎


