
令和５年度　第１５回身近な土木を描いてみよう！図画コンクール　入賞者一覧　　　　　（敬称略）

入賞 学校名 学年 名前 題名

優秀賞 広島市立尾長小学校 1 髙木 優卯 けんきをけんきゅうするおとうさん

優秀賞 鳥取市立久松小学校 1 安藤 朋 ぼくのおじさん

優秀賞 広島市立春日野小学校 2 市川 颯志 かっこいい広島駅の工事

優秀賞 広島市立大芝小学校 2 志毛 維千花 空こうで見おくりする人たち

優秀賞 防府市立華城小学校 3 片岡 朔太郎 トンネル工事

優秀賞 広島市立五日市小学校 3 日浦 魁飛 キラキラのはし

優秀賞 広島市立神崎小学校 4 青木 理壱 ぼくんちのシンボル

優秀賞 倉敷市立富田小学校 4 二宮 諒介 ふみ切

優秀賞 広島市立緑井小学校 5 前田 純希 わたしの町の高速道路

優秀賞 広島市立段原小学校 6 佐々木 淳平 巨大な赤いクレーン

優秀賞 広島大学附属三原中学校 1 柏原 瑞希 線路は続くよどこまでも

優秀賞 広島大学附属三原中学校 2 柏谷 怜於 経済・環境・暮らしの安全の歴史と共に.芦田川河口堰

優秀賞 岩国市立周東中学校 3 山下 匠翔 土木

佳作 広島市立戸坂小学校 1 ほりえ ゆづき みんなのあきおおはし

佳作 広島市立中筋小学校 1 榎﨑 蒼祐 ふみきりとレッドウイング

佳作 広島市立中筋小学校 1 益田 明翔 でんしゃがぬけるよ、トンネルぬけるよ

佳作 東広島市立高屋西小学校 1 矢野 裕貴 にしたかやえき

佳作 倉敷市立帯江小学校 1 新田 瑛太 はしれ！ソニック

佳作 熊野町立熊野第四小学校 1 吉井 人逢 おうちができたよ！！

佳作 福山市立光小学校 1 曽我 唯香 草戸大橋

佳作 倉敷市立中庄小学校 1 岡本 侑久 うみのうえのはし

佳作 広島市立牛田新町小学校 1 井上 芽生子 おおきなはしとおさかないっぱいかわいいな

佳作 東広島市立高屋西小学校 2 髙橋 謙真 がんばったショベルカー

佳作 倉敷市立第三福田小学校 2 三宅 万結 水しまから見たせと大橋

佳作 東広島市立高屋西小学校 2 上岡 真士 かっこいい飛行機

佳作 広島市立落合小学校 2 内野 竣介 サンライズ出雲とやくも

佳作 広島市立神崎小学校 2 析口 倖 しんかした宮島口

佳作 広島市立矢賀小学校 2 牧野 悠斗 たのしいスカイレール

佳作 広島市立段原小学校 2 笹谷 貫太 かっこいいげいびせんときすきせん

佳作 広島市立段原小学校 2 江端 壮真 広電が通る平和な街

佳作 福山市立光小学校 2 宮本 舜生 草戸大橋とショベルカー

佳作 広島市立五日市観音小学校 3 野中 彩音 広電とトンネル

佳作 東広島市立高屋西小学校 3 住吉谷 遥祐 事故を防ぐふみきり

佳作 東広島市立高屋西小学校 3 吉島 あい 宮領川の治水工事ともうすぐできる西高屋駅

佳作 広島市立矢賀小学校 3 植木 真平 ぼくの通学路

佳作 福山市立光小学校 3 小林 瑞季 仕事おわりのショベルカー

佳作 広島市立牛田新町小学校 3 増田 葉月 橋とアストラムラインと川

佳作 呉市立郷原小学校 3 前田 真翔 ショベルカー

佳作 防府市立西浦小学校 4 山本 琉太 街を支える重機

佳作 広島市立中筋小学校 4 川上 柊 みんなのアストラムライン

佳作 広島市立五日市小学校 4 小尻 栞大 新しい宮島の玄関口

佳作 広島市立神崎小学校 4 手錢 梨乃 相生橋と原爆ドーム

佳作 鳥取市立末恒小学校 4 大黒 昆汰 道をつくるよ、ロードローラー

佳作 広島市立福木小学校 4 前 彩花 土師ダム

佳作 倉敷市立川辺小学校 4 小笠原 光紀 がんばれローラーカー

佳作 広島市立川内小学校 5 森本 結太 目ん玉いっぱい新白島駅

佳作 広島市立戸坂小学校 5 井上 雄斗 新しくなった宮島口駅

佳作 防府市立華城小学校 5 吉正 千紘 SL山口号

佳作 呉市立昭和西小学校 5 新迫 美結 がんばれ砂防ダム(呉環状線）

佳作 福山市立光小学校 5 今川 里虹 古い橋さんさようなら、新しい橋さんこんにちは

佳作 広島市立神崎小学校 5 片平 浩志郎 いつも見ている住吉橋

佳作 広島市立吉島東小学校 5 長岡 佑京 広電

佳作 広島市立戸坂小学校 6 守田 博音 秋の大橋 安芸大橋

佳作 広島市立五日市観音小学校 6 長見 悠馬 堂々とした橋

佳作 広島市立倉掛小学校 6 上野 瑛翔 雨の水をためて

佳作 広島市立観音小学校 6 宮内 こじ麻 夏のショベルカー

佳作 福山市立光小学校 6 森 祐登 新しい草戸大橋

佳作 広島市立牛田新町小学校 6 久保 孝太郎 土砂災害防止工事

佳作 岩国市立由宇中学校 1 益中 雄大 砂防ダム

佳作 岩国市立由宇中学校 1 大下 萌華 みんなのくらしを支える黒杭川上流ダム

佳作 長門市立深川中学校 2 濱村 美月 護岸工事の現場

佳作 広島大学附属三原中学校 2 神原 遼太郎 唐樋門

佳作 下松市立久保中学校 3 倉田 琉生 自然との共存

佳作 岩国市立由宇中学校 3 大下 悠真 森の中のダム


