
第1３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）(敬称略）

賞 学校名 学年 名前 題名

優秀 鳥取市立鹿野学園 1 鈴木　瑛大 ショベルカー

優秀 広島市立牛田新町小学校 1 冨岡　蒼太 みんなえがお

優秀 広島市立牛田新町小学校 2 末田　龍之眞 あきやぐちのふみきり

優秀 広島市立戸坂小学校 3 富永　拓真 自然と土木

優秀 広島市立春日野小学校 3 小川　怜大 大きなダム

優秀 広島市立春日野小学校 4 山本　結萌 音戸大橋

優秀 広島市立牛田新町小学校 4 伊藤　弘喜 大芝水門

優秀 広島市立井口小学校 5 上野　百合子 つながる希望

優秀 鳥取市立久松小学校 6 平川　弘起 きれいになっていく擬宝珠橋前の道路

優秀 岡山市立津島小学校 6 樋口　遙 みんなで守る地域の宝「別所砂留」

優秀 呉市立天応中学校 1 岡本　優作 大型土のうと砂防ダム

優秀 岩国市立周東中学校 2 藤本　弥優 山道の木漏れ日

優秀 広島大学附属三原中学校 3 村上　真輝 錦帯橋

第1３回　｢身近な土木を描いてみよう！」図画コンク－ル入賞者一覧　佳作(54名）(敬称略）

賞 学校名 学年 名前 題名

佳作 広島市立観音小学校 1 岡　楓馬 瀬戸大橋の工事と夕やけ

佳作 広島市立観音小学校 1 古田　智咲 信号待ちのバス

佳作 岩国市立川下小学校 1 間部　颯太 なつのきんたいきょう

佳作 福山市立日吉台小学校 1 杉原　奈那香 道路をつくるショベルカー

佳作 広島市立牛田新町小学校 1 田中　礼恩 おおしばすいもんからのふうけい

佳作 鳥取市立末恒小学校 1 三橋　志乃 きのかぶぬくぞ

佳作 広島市立船越小学校 1 伊藤　匠眞 バイパス２号線と側道

佳作 松江市立宍道小学校 1 金山　樹 瑞風がやってきた！

佳作 倉敷市立万寿東小学校 2 田村　英 思い出の橋

佳作 倉敷市立中庄小学校 2 新開　尊 虹色中庄駅

佳作 福山市立日吉台小学校 2 髙橋　和志 身近な土木

佳作 広島市立牛田新町小学校 2 野村　遥希 海がんでおよいだ

佳作 広島市立牛田新町小学校 2 武田　悠雅 うきうき、わくわく、トンネル

佳作 鳥取市立末恒小学校 2 大黒　昆汰 がんばれショベルカー

佳作 福山暁の星小学校 2 佐藤　獅真 工事現場で働く人

佳作 岩国市立川下小学校 3 村本　彩寧 南岩国の鉄きょう

佳作 広島市立早稲田小学校 3 後藤　明里 夏の音戸の瀬戸

佳作 周南市立戸田小学校 3 魏　黎奈 緑いっぱいのソレーネ

佳作 広島市立己斐東小学校 3 久保　惟生 便利で住みやすい街

佳作 倉敷市立連島東小学校 3 木村　音愛 かっこいい工事車りょう

佳作 岡山市立江西小学校 3 㷔硝岩　優希 犬島の港

佳作 広島市立牛田新町小学校 3 都間　咲哉 大芝水門



賞 学校名 学年 名前 題名

佳作 広島市立牛田新町小学校 3 片桐　陽咲 いく千よばし

佳作 広島市立牛田新町小学校 3 奥山　泰地 ぎおん新ばしとアストラムライン

佳作 柳井市立柳北小学校 4 小石川　音也 かがやく海

佳作 呉市立昭和西小学校 4 渡辺　啓太 上二河トンネル

佳作 呉市立昭和西小学校 4 守谷　奏汰 島と島　人と人をつなぐ大事な橋

佳作 松江市立乃木小学校 4 大串　朱音 どんどん続くよ山陰道

佳作 呉市立郷原小学校 4 吉岡　美稀 がんばれ！水道管工事

佳作 広島市立船越小学校 4 藤田　真央 見守ってくれる川

佳作 松江市立宍道小学校 4 太田　羽海 102才のダム

佳作 広島市立早稲田小学校 5 寺山　佳純 広島空港大橋

佳作 広島市立神崎小学校 5 西村　愛耶 よく通るもものトンネル

佳作 福山市立湯田小学校 5 前藤　史花 ダムの建設現場

佳作 松江市立乃木小学校 5 菅原　優 江島大橋

佳作 広島市立湯来西小学校 6 児玉　大知 広島城天守閣

佳作 柳井市立柳北小学校 6 岩谷　愛海 柳井港

佳作 倉敷市立中洲小学校 6 𠮷本　はるな 人や荷物を運んでくれる大切な臨海鉄道

佳作 松江市立乃木小学校 6 高橋　雄大 トンネルで働く人達

佳作 広島市立中野小学校 6 合内　りの 元どおりになった瀬野川

佳作 福山市立赤坂小学校 6 高橋　真央 下駄の町のトンネル

佳作 福山市立日吉台小学校 6 宮地　心菜 しまなみ海道

佳作 広島市立牛田新町小学校 6 小南　海斗 牛田の美しい風景

佳作 松江市立宍道小学校 6 常盤　百音 いつもの風景

佳作 広島大学附属三原中学校 1 芦田　愛実 力強く生きる

佳作 岩国市立周東中学校 1 小島　未来 トンネルの中の光のファンタジー

佳作 岩国市立周東中学校 1 村岡　愛梨 今津川の護岸

佳作 岩国市立周東中学校 1 橋本　結衣 橋の陰と影

佳作 岩国市立周東中学校 1 山下　匠翔 あこがれの列車

佳作 岩国市立周東中学校 2 津谷　歩楓 思い出の角島大橋

佳作 岩国市立周東中学校 2 田中　美月 地下道

佳作 岩国市立周東中学校 3 三戸　颯太 工事現場

佳作 岩国市立周東中学校 3 山根　小春 家房港のテトラポッド

佳作 岩国市立周東中学校 3 寺尾　萌瑛 角島大橋


