
　第１４回（令和３年度）「身近な土木を描いてみよう！図画コンクール」入賞一覧

入賞 学校名 学年 名前 題名

優秀賞 倉敷市立富田小学校 1 藤岡 縁 おとうさんのしごと

優秀賞 倉敷市立菅生小学校 1 笠原 健功 パパのしごと

優秀賞 三原市立中之町小学校 2 今田 裕葉 自分の家のにわ

優秀賞 防府市立華城小学校 2 小松 嵩虎 きれいになる道

優秀賞 広島市立五日市小学校 3 小笠原 佑真 かわる広島えき

優秀賞 呉市立昭和西小学校 3 久後 春馬 トンネルからレッドウィング！

優秀賞 呉市立昭和西小学校 4 磯辺 彩月 高架下の公園

優秀賞 広島市立段原小学校 5 佐々木 淳平 美しい音戸大橋

優秀賞 呉市立昭和西小学校 5 伊賀 永真 高い所に作る道路

優秀賞 広島市立比治山小学校 6 河井 聡美 土砂災害からみんなを守る

優秀賞 広島大学附属三原中学校 1 松岡 あさひ 一番身近な土木

優秀賞 岩国市立由宇中学校 2 竹本 早希 崖崩れ防止のための工事

優秀賞 岡山県立岡山操山中学校 3 藤原 芽生 笹ヶ瀬令和橋建設中

佳作 呉市立郷原小学校 1 渡辺 丈 川をなおしてくれたから大雨でも洪水にならなかったよ

佳作 広島市立段原小学校 1 笹谷 貫太 はやくおろち号にのりたいな

佳作 鳥取市立醇風小学校 1 荒賀 聖子 つちをはこんでいるひと

佳作 広島市立仁保小学校 1 景山 明翠 かもつれっしゃ

佳作 広島市立矢賀小学校 1 桐原 駿 SL山口号(ディーゼル)

佳作 広島市立牛田新町小学校 1 林 璃丘斗 新幹線と電車

佳作 広島市立船越小学校 1 武田 知大 貨物列車

佳作 三原市立小泉小学校 1 竹本 絢美 ひこうきをみたよ

佳作 広島市立春日野小学校 2 岩瀬 綾太 でん車とびょういん

佳作 広島市立段原小学校 2 林 りゅうのすけ二つのはし

佳作 広島市立段原小学校 2 上村 咲月 お気に入りの橋

佳作 広島市立戸坂小学校 2 桑本 結人 たのしいこうじげんば

佳作 防府市立華城小学校 2 吉武 龍志 中関で見つけた昔のトンネル

佳作 広島市立矢賀小学校 2 定本 葉乃 新幹線のおうち

佳作 広島市立矢賀小学校 2 星本 ミヒ いなかの道を走るトラック

佳作 広島市立船越小学校 2 中本 陽太 空とぶひこうき

佳作 広島市立真亀小学校 3 小林 乃彩 いんの島大橋を見上げたよ

佳作 広島市立比治山小学校 3 内田 圭亮 白い橋

佳作 広島市立比治山小学校 3 髙濵 伶奈 楽しい土師ダム

佳作 東広島市立高屋東小学校 3 三村 藍羅 雲出トンネル

佳作 呉市立昭和西小学校 3 塚﨑 萌々香 呉のシンボル

佳作 鳥取市立美保南小学校 3 水野 陽介 力強いクレーン車

佳作 広島市立矢賀小学校 3 藤𠩤 瑛太 しずかな暮らし

佳作 広島市立春日野小学校 4 木元 紗良 自然とトンネル

佳作 松江市立城北小学校 4 玉木 はるや みんなのしんじこ大橋

佳作 広島市立段原小学校 4 美濃　海 ダム

佳作 広島市立段原小学校 4 玉野 春樹 温井ダム

佳作 広島市立戸坂小学校 4 藤原 彩羽 安芸大橋

佳作 岡山市立平津小学校 4 児子 航大 ダムの放流

佳作 岩国市立麻里布小学校 4 山下 創哉 緑の町

佳作 防府市立華城小学校 4 村上 悠登 こうかの上を走る新かん線

佳作 松江市立持田小学校 5 野津 凛太郎 テトラポットは近くで見ると大きいぞ！！

佳作 広島市立五日市小学校 5 荒谷 晃希 ８月のはつかいち大橋

佳作 広島市立倉掛小学校 5 西本 健人 自転車でわたる高瀬堰

佳作 広島市立比治山小学校 5 堀江 咲夏 がんばるお父さん

佳作 熊野町立熊野第四小学校 5 戸川 諒 海田港湾から見た海田大橋

佳作 呉市立昭和西小学校 5 守谷 奏汰 命を守る砂防ダム

佳作 広島市立牛田新町小学校 5 伊藤 弘喜 工兵橋

佳作 広島市立牛田新町小学校 5 久保 孝太郎 豪雨時の大芝水門

佳作 広島市立牛田新町小学校 5 大西 藍子 自然いっぱい160階段

佳作 広島市立船越小学校 5 須賀 心鈴 自然の中のトンネル

佳作 鳥取市立浜村小学校 6 上井 琉聖 人を守る放水路

佳作 広島市立早稲田小学校 6 寺山 佳純 宇品橋

佳作 広島市立中野小学校 6 目代 莉子 いつもの通学路

佳作 広島市立倉掛小学校 6 原田 結 命を守る

佳作 広島市立牛田新町小学校 6 下野 愛実 不動院前駅

佳作 呉市立安浦小学校 6 坂本 美愛 緑あふれる野呂川ダム

佳作 広島大学附属三原中学校 1 岩川 智宜 学校への足

佳作 岩国市立由宇中学校 1 伊藤 蒼馬 様々な重機と共に

佳作 岡山市立京山中学校 2 上尾 美咲 いつもそばに瀬戸大橋

佳作 岩国市立由宇中学校 2 藤本 晴道 駅と大島大橋

佳作 広島大学附属三原中学校 3 井上 雅也 災害から3年

佳作 岩国市立由宇中学校 3 笹井 彩音 小道


