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内閣総理大臣賞
中村　幹 宇宙の種 奈良県 クラーク記念国際高等学校　奈良キャンパス 3年

文部科学大臣賞
鈴木　正起 Chicken 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

北海道知事賞
川瀬　蔵馬 気付き 北海道 中札内高等養護学校 3年

岩手県知事賞
奈良　竜二 好奇心 岩手県 岩手県立杜陵高等学校 2年

千葉県知事賞
米田　さくら 標本 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

東京都知事賞
佐々木　鶴奈 決意の朝 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年

愛知県知事賞
平松　恭輔 蔓 愛知県 愛知県立起工業高等学校 2年

大阪府知事賞
高山　桃歌 Envy 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

奈良県知事賞
中村　紗 抽黄対白 奈良県 クラーク記念国際高等学校　奈良キャンパス 3年

岡山県知事賞
佐藤　水音 乗り越えていく壁 岡山県 明誠学院高等学校 2年

山口県知事賞
久我　美月 音楽は旅する 山口県 下関市立下関商業高等学校 3年

福岡県知事賞
平井　実愛 dreamer 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

宮崎県知事賞
田爪　柾輝 Let's protect animals 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年

高校生国際美術展実行委員会 名誉会長賞
廣川　虎之介 廣川虎之介のアトリエ 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年

高校生国際美術展実行委員会 最高顧問賞
蜂須　瑚々 晩冬 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

世界芸術文化振興協会 会長賞
関根　アン 異なる世界 埼玉県 花咲徳栄高等学校 2年

全国高等学校美術工芸教育研究会賞
宗野　玲奈 在る 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

優秀賞
岡﨑　透子 思惟 愛媛県 済美高等学校 3年

加藤　之安 伝説の古代住居 青森県 青森県立八戸高等学校 3年

清水　咲希 あいのうた 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

新居田　友音 風のない部屋 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

安井　萌々花 Ｍｅ 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

秀作賞
赤松　あゆ カミイロアワセ 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 3年

芦澤　理乃 誘惑 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

小山　寧奈 Sourire 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

門倉　由奈 夢を乗せて 静岡県 東海大学付属静岡翔洋高等学校 2年

熊谷　千波耶 紅遊び 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

古藤　愛梨 一人の空間 福岡県 福岡舞鶴高等学校 3年

小林　愛 届きそうで、届かない 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3年

櫻間　晴香 瞳を奪われる 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年

樋田　愛香 不戦 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

舩橋　生桜 弟 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年
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奨励賞
青木　蛍純 壊 神奈川県 横浜隼人高等学校 3年

青山　今日子 彩光 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

有光　ひなた うつろい 高知県 高知県立岡豊高等学校 2年

飯嶋理彩
荒巻玲奈
森ゆきな

ネコ 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

五十嵐　叶恵 炯炯 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

井手　美月 Up 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

井出　喜大 白線 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年

伊藤　優菜 Dericious！！ 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

稲葉　紅葉 チェス 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

植松　真理菜
足の間から見ていたら空か
らアメが降って来た！！

静岡県 静岡県立沼津西高等学校 2年

鵜飼　梨央 雲の巣 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 2年

内山　美優 仮面 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

内山　莉亜 Ｗｏｗ！！ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

遠藤　樺乃 利己的 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 1年

大川　舞子 実験 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

逢坂　圭也 混虫戯画 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 2年

逢坂　真生 時空 愛媛県 済美高等学校 3年

大田　莉穂 愛猫乱舞 静岡県 静岡大成高等学校 3年

大橋　美空 時に溶ける 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

尾郷　智美 情報拡散 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

小畑　徹 双葉 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

片岡　悠介 食物連鎖の塔 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

片岡　瑠華 変遷 愛媛県 済美高等学校 2年

刀谷　拓実 パライゾ 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

金澤　洋輝 鯨 神奈川県 湘南学園高等学校 3年

亀谷　留那 自己顕示欲 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

川名優莉
菅谷由依

天使 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

川村　照乃 昨日の私　明日の私 愛媛県 済美高等学校 2年

河本　理絵 理想のアトリエ 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年

城戸　碧 薬物ってさ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

栗栖　優花 Aqua 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 2年

軍師　万里奈 極彩色 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

小梶　桃子 ねこをかぶる 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 3年

小室　奏絵 ムチツジョ無鉄砲。 岩手県 岩手県立久慈高等学校 2年

近藤　茉由 千古不易 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年

才神　玲奈 私の部屋 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

財津　萌花 明暗の家 愛媛県 愛媛県立西条高等学校 2年

斉藤　瑞 瑞々しく生きるために 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

酒井　真理 洗練 兵庫県 兵庫県立西宮今津高等学校 3年

坂井　美結 大人の世界へ 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

相良　詩音 田舎 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

佐久間　ゆり奈 想像力の可能性 東京都 玉川学園高等部 2年

佐々木　優花 ＡＭ754 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年

佐々木　優樺 瞬間 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

塩澤　李奈 錨の怒り 静岡県 静岡大成高等学校 2年

芝田　源治 二つの四角錐 和歌山県 和歌山県立熊野高等学校 2年

柴田　紗貴 考える遺跡 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 3年

柴田　優花 自己 千葉県 千葉県立多古高等学校 3年

清水　萌恵 コンプレックスの塊 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

下川　光子 はちみつレモン 兵庫県 兵庫県立北摂三田高等学校 3年

新村　衣音 堂々と 静岡県 浜松学芸高等学校 3年



美術　入賞・団体

3

奨励賞
鈴江　空里子 放課後の美術室 徳島県 徳島県立徳島商業高等学校 3年

鈴木　陽菜 充電中 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

髙﨑隼輔
菅原大樹
佐藤圭桃
藤島遼

蛙 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

高橋　りん レ・ミゼラブル 鳥取県 鳥取城北高等学校 1年

高畑　真来 脳内万華鏡 東京都 東京都立王子総合高等学校 2年

髙柳　栄美里 いってらっしゃい 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

田中　啓太 日向の洗濯物 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

田中　康稀 一兎を追う木兎 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 2年

田中　夏実 家族という樹 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年

田中　里歩 路面電車 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

田渕　梨沙 絢爛 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

段木　真衣香 春の風 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

土屋　美緑 未来計画図 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

露口　京香 Fantasy world 愛媛県 松山東雲高等学校 3年

鶴田　羽南 うどん 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

獨古　茜 コップ 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年

豊福　捺美 らせん 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

中島　聖菜 安心 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

中武　明日香 Future(Yurie) 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年

中谷　阿未 美術室の風景 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 3年

中村　菜奈生 街 千葉県 千葉県立松戸六実高等学校 3年

中山　友理 馬淵川 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

那須　朋果 路地裏の線の点 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年

納谷　保奈実 おかえりパパ 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年

成田　尭生 グレール・ザ・トライン 青森県 弘前第一養護学校 3年

西野　冬美華 夏にむけて 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

新田　友美 １人の時間 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 3年

野口恭平
髙田敬佑
永田仁

踊っている子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

野口　麟 希望説 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

野崎　郁美 鬼太鼓 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

野原　百合子 ROMANCE SKIRT 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

橋村　英弥 極彩色 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

橋本　莉音 カラフル 東京都 潤徳女子高等学校 3年

花田　夕華 Ｎｉｓｈｉｋｉｅｂｉ 福岡県 真颯館高等学校 2年

原口　美咲 Ｐｏｒｔｒａｉｔ 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

檜垣　亮乃介 枯れる 岡山県 明誠学院高等学校 3年

福　詩衣菜 鏡花水月 鹿児島県 鹿児島県立徳之島高等学校 2年

福島　久瑠実 休日の公園 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

古川　凜 嘘か誠か 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

古郡　夏渚 見つめているもの 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 2年

星野すみれ
佐藤葵

犬 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

堀内　風汰 記憶の景象 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

松浦　朱葵 不死の骸 岡山県 明誠学院高等学校 2年

松尾　明日香 待ち家 岡山県 明誠学院高等学校 1年

松下　七菜 不格好な自画像 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

松本　優紀 描く 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年

三木　理紗子
文明が発展した未来に自
然は存在するのか

徳島県 徳島県立城南高等学校 3年

水越　真子 歴史と今 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年
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奨励賞
道下　瑞葵 鼓動 岩手県 岩手県立久慈高等学校 2年

源　雅 母、知らぬ間に。 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

宮脇　新奈 じはんきなあなたたち 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

村山　稜華 生きるということ 三重県 三重県立志摩高等学校 3年

森崎　慎太朗 ほろよいマンション 岡山県 明誠学院高等学校 2年

柳　汐莉
カメラロールにて、友達との
自撮りを見る

兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

矢野　優華 Peacock 宮崎県 宮崎学園高等学校 2年

山崎　紗永 仮面 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 3年

湯浅　真智 食べられ鯛 千葉県 千葉県立佐倉東高等学校 3年

用皆　桂華 女内面 埼玉県 埼玉県立進修館高等学校 2年

横山　祐文
十一面千手千眼観世音菩
薩the自画像

愛媛県 済美高等学校 2年

吉田　志桜里 Draw or Write 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 2年

吉田　未奈 柔弱謙下 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

吉田　優菜 残想 岡山県 明誠学院高等学校 2年

米田　詞保 漁港の午後（Ⅲ） 兵庫県 兵庫県立三木東高等学校 3年

渡辺　一稀 はじめまして 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

渡邊　寿々歌 自画像 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

渡邉　真湖 懐古の尾 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

渡部　梨花 灯 愛媛県 済美高等学校 3年

団体賞
最優秀校賞 福岡県立太宰府高等学校

優秀校賞 千葉県立柏の葉高等学校

学校奨励賞 宮城県気仙沼高等学校

学校奨励賞 山梨県立甲府第一高等学校
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佳作
朝山　結紀乃 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

荒井　颯子 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 3年

荒井　羽奈 愛媛県 愛媛県立西条高等学校 2年

有住　陸人 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

池田　りお 静岡県 静岡大成高等学校 3年

石川　あやめ 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

石塚　麻歩 東京都 東京都立上野高等学校 2年

石原　杏 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年

石原　真音 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

市村　みほ 東京都 潤徳女子高等学校 3年

今宮　柚菜 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

上田　小晴 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 2年

海老沢　朱音 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

遠藤　江里子 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

遠藤　仁美 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年

及川　真子 岩手県 岩手県立高田高等学校 2年

大石　陽菜 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

大石　瑞 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

小川　千耶麗 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

奥谷　円香 岡山県 明誠学院高等学校 2年

小倉　果穂 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年

小栗　奈々 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

小平　華純 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

小野寺　夏菜 岩手県 岩手県立一関第一高等学校 3年

加賀　嵐 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

加賀屋　りさ 千葉県 筑波大学附属聴覚特別支援学校 3年

柿沼　美帆 宮城県 宮城県富谷高等学校 3年

柿原　諒也 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年

梶原　篤毅 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

片倉　章人 埼玉県 埼玉県立浦和東高等学校 2年

金子　瑞季 埼玉県 埼玉県立朝霞高等学校 2年

金子　貴樹
齋藤　龍弥
伊藤　壮良

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

亀山　阿里朱 鹿児島県 鹿児島県立開陽高等学校 2年

川畑　璃音 栃木県 作新学院高等学校 3年

菊池　真優 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

岸　りさ 東京都 東京都立上野高等学校 2年

木ノ川　夕嗣 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

木村　野乃花 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校砥部分校 2年

木村　柚希 群馬県 群馬県立西邑楽高等学校 3年

國本　珠綸 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年

熊谷　鈴音 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

栗原　巳侑 福島県 福島県立あさか開成高等学校 2年

黒宮　海斗 愛知県 一宮聾学校 3年

小沼　悠 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

小林　宝 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年
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小林　勇太 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年

小山　如月 和歌山県 和歌山県立南部高等学校 3年

近藤　詩月 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

笹澤　小夏 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

佐藤　茉優花 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

佐野　茂明 静岡県 誠恵高等学校 3年

清水　綾乃 埼玉県 埼玉県立越ケ谷高等学校 2年

下島　舞子 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

ＪＵＮＫＬＩＮ　ＴＩＣＨＩＬＡ 東京都 東京都立総合芸術高等学校 3年

末次　楓 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

菅波　奈央 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

杉　和佳奈 愛媛県 済美高等学校 3年

諏佐　あかり 新潟県 新潟県立栃尾高等学校 2年

鈴木　千春 愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 3年

鈴木　なずな 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 2年

砂川　美咲 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年

住　はるか 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 2年

関　桜季子 神奈川県 神奈川県立厚木東高等学校 2年

芹澤　ひなの 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 3年

孫　瑞雪 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

高綱　萌 愛媛県 済美高等学校 3年

高橋　夏実 愛媛県 済美高等学校 2年

髙橋　ふたみ 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 3年

髙橋麻優子
髙橋美月
伊藤吏佳子
大月菜々子

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

武井　優美 東京都 東京都立桐ヶ丘高等学校 3年

立谷　央麗 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

立石　桃太郎 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

田端　月穂 静岡県 静岡県立伊東高等学校城ヶ崎分校 2年

足澤　美香 岩手県 岩手県立福岡高等学校 2年

丹沢　奏海 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 1年

千葉　未帆 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

千葉　優紀子 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

塚本莉佳子
浜田風奈
角田那智
久保木彩代

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

土谷　晴夏 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年

照屋日菜乃
森美結

千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

土居　茉桜香 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 3年

中居　真紗子 岩手県 岩手県立久慈高等学校 3年

長尾　菜未 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

永田　琴音 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

永田　穂波 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

中津　明優音 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

成田　帆花 愛知県 愛知県立旭丘高等学校 1年

丹生　あさ 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年
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西内　彩乃 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年

西川　円来 愛媛県 済美高等学校 3年

西山　珠生 岩手県 岩手県立盛岡第一高等学校 2年

野田　歩実 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年

橋爪　羅夢 三重県 三重県立志摩高等学校 3年

橋本　航太 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年

濱田　優海 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

早川　音々 宮城県 宮城県富谷高等学校 1年

原田　かりん 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

久永　伶央 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 2年

平川　ひかる 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

深見　祐生 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

藤本　乃愛 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

淵田　紗葵 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

保坂　葉月 岩手県 岩手県立一関第一高等学校 3年

細矢　知彩 宮城県 宮城県農業高等学校 2年

前島　美咲 埼玉県 埼玉県立桶川高等学校 3年

増田　龍輝 千葉県 千葉県立関宿高等学校 3年

増田　凜太朗 東京都 東京都立西高等学校 3年

松田　悠里 長崎県 長崎県立上五島高等学校 2年

松藤　由華 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

松本　茜 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年

松本　郁生 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

三木　華那恵 千葉県 千葉県立佐倉東高等学校 3年

満園　花連 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

宮尾　真未 長野県 長野市立長野高等学校 3年

宮越　陽花 愛知県 東邦高等学校 3年

宮﨑　菜未 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年

宮沢　ゆき 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

宮武　来実 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

村上　彩 愛媛県 済美高等学校 2年

村上　百華 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年

村田　佳奈子 徳島県 徳島県立城南高等学校 3年

元氏　あやね 千葉県 千葉県立佐倉東高等学校 3年

森田　千智 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

矢野　彩乃 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 2年

山口　怜美 岩手県 岩手県立久慈高等学校 2年

山中　優太 岡山県 明誠学院高等学校 3年

吉岡　奈美 埼玉県 埼玉県立浦和東高等学校 2年

吉住　愛乃 福岡県 福岡舞鶴高等学校 3年

米田　志えり 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

和田　優太朗 岡山県 明誠学院高等学校 3年

渡邊　好葉 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年

渡邉　碧子 栃木県 作新学院高等学校 3年

渡邉　優菜 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年

渡部　ふうか 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 2年
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