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内閣総理大臣賞
福島　志保 宿る 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年 女

文部科学大臣賞
青井　星朗 宙のすみか 愛媛県 愛媛県立松山聾学校 3年 男

外務大臣賞
川﨑　麻由 憂い降る 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 3年 女

東京都知事賞
冨田　楓 Ｒｅ：ｌｙ 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女

高校生国際美術展名誉会長賞
川内　美佳 椅子 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 2年 女

高校生国際美術展実行委員長賞
三井　悠華 紅 東京都 東京都立総合芸術高等学校 2年 女

全国高等学校美術工芸教育研究会賞
山下　留奈 憩える木陰 愛知県 愛知県立春日井西高等学校 3月卒 女

産経新聞社賞
川合　幹斗 三万六千五百日と少しの時間で 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年 男

毎日新聞社賞
木村　美和 ｄｉｓｓｏｌｖｅ 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 2年 女

日刊スポーツ新聞社賞
美馬　匠吾 パピプペポットさんの店 徳島県 徳島県立名西高等学校 3年 男

報知新聞社賞
内橋　一穂 蝉 兵庫県 兵庫県立社高等学校 3年 男

スポーツニッ ポン新聞社賞
藤井　南 彩色干支少女 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

サンケイ スポーツ賞
岡﨑　優太 海神 岡山県 明誠学院高等学校 3年 男

デイ リ ースポーツ賞
松實　美樹 抱く 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年 女

東京スポーツ新聞社賞
湯原　亜弥 南国サーファー 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女

優秀賞
池口　碧 そら 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 3年 女
田中　みずき Erlkdönig 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
堀田　浩司 繋ぐ 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年 男
茂木　愛子 孤独 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
安井　望 樹下 京都府 京都美山高等学校 2年 女

秀作賞
板垣　那実 思案 岩手県 岩手県立一戸高等学校 2年 女
近藤　好 ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 3年 女
杉本　法子 いきる意味 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 3年 女
鈴木　美琴 ボクのぶんの金目は？ 静岡県 静岡県立伊東高等学校 1年 女
瀬戸尾　葵 鴉 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年 女
田中　麻那美 １７才の当惑 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年 女
新山　智子 緑の水門の上 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年 女
蓮見　れい子
岩井　友希
渡邉　晴香

ポストと自転車 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 女

藤田　愛理 アイロニー 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 3年 女
山本　亜美 甲虫 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女

第１ 5回　 高校生国際美術展入選者名簿　 美術の部
※佳作は開催期間中は美術館に展示されません。佳作の賞状は後日お送りいたします。
※入選された方々の情報（氏名、出典、学校名、学年、性別）に誤りがございましたら、
　 誠に恐れ入りますが、当美術展実行委員会まで御連絡下さい。

TEL:03-5336-3507 

FAX:03-5336-3509 

アドレス：koukou@ihsaf.xsrv.jp 
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奨励賞
赤木　秀明 生命の共存 岡山県 明誠学院高等学校 2年 男
秋元　貴行 Ｗｏｒｌｄ 愛媛県 済美高等学校 3年 男
天野　由貴 ＨＡＣＨＩＭＩＴＵホッとケーキ 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
新井　愛奈 輝きたい（１７の渇望） 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年 女
飯尾　俊紀 輪廻転生 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 男
五十嵐　麻美 魚 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 女
池内　七晴 重なる建て前 東京都 東京都立王子総合高等学校 3年 女
伊澤　裕太 銭湯戦闘 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 3年 男
石戸谷　晏奈 繋がり 青森県 青森県立岩木高等学校 2年 女
磯部　凪沙 初夏の憂鬱 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3年 女
一宮　悠花 えのぐ 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 2年 女
イテル　颯一郎 ＴＨＥ　ＹＥＬＬＯＷ　ＴＩＢＥＲ 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 3年 男
伊東　侑希実 宇宙感思考 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
稲垣　千奈 眞白 愛知県 愛知県立蒲郡高等学校 3年 女
稲葉　麻衣 電気屋一代（英雄じいじの肖像） 静岡県 静岡県立伊東高等学校 3年 女
犬竹　結花 オンディーヌ 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3年 女
今村　円香 水中飛行 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
入澤　千咲 そこに見えるもの 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年 女
岩藤　沙樹 Ｆｒｅｅｓｉａ 岡山県 明誠学院高等学校 2年 女
内田　早紀 厠馬 東京都 東京都立上野高等学校 3年 女
大木　万由 愛と希望 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年 女
逢坂　美月 つかむ 岩手県 岩手県立一戸高等学校 2年 女
大里　菜津子 孤島０２ 福岡県 福岡県立博多青松高等学校 女
大髙　蒼生 私欲 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 2年 女
大谷　彩絵 欲のカタマリ僕の部屋 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年 女
大貫　恵利佳 拍手喝采歌合 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 2年 女
奥川　夏妃 蓮 愛知県 東邦高等学校 3年 女
長田　名波 Ｈｅｌｌｏ　ｎｅｗ　ｅａｒｔｈ 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 2年 女
小胎　磨未 水を向ける 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
嘉数　翔 白と黒 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 3年 男
加藤　由佳 しずかで、キラキラ 愛知県 東邦高等学校 3年 女
川口　瑠利弥 れんさ街 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年 女
岸　拓実 カコミライ 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校砥部分校 3年 男
岸田　彩伽 僕たちには言葉があるでしょ 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年 女
木下　舞子 サイクリングロードｉｎウビン島 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3年 女
木原　信恵 父 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女
金城　真依子 １７歳 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 3年 女
工藤　聖晴 元気印の自画像 岩手県 岩手県立平舘高等学校 2年 男
クドリック　華子 エンデバー・１７７０ 熊本県 ルーテル学院高等学校 2年 女
久保　晴菜 麦畑 兵庫県 兵庫県立東播磨高等学校 3年 女
久保川　七海 バス停 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
熊谷　素 生きた化石 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
神谷　友里 万華鏡の空 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
小隅　真子 空想調色板 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年 女
小林　瑠奈 ぬくもりの場所 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
小山　紗代 自己防衛 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
坂本　理恵 ＺＥＮＳＨＩＮ 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年 女
作山　拓見 兄 埼玉県 埼玉県立北本高等学校 3年 男
佐々木　萌 夕日色 大分県 大分県立大分南高等学校 3年 女
佐々木　優花 ここにガムついてんじゃない？ 神奈川県 横浜隼人高等学校 3年 女
笹田　彩夏 おなじ　いのち 愛媛県 済美高等学校 3年 女
佐竹　真侑 自己再生 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年 女
佐藤　亜耶花 次へ 三重県 三重県立飯野高等学校 3月卒 女
佐藤　果鈴 きせき 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
佐藤　仁 ぼくの大切な友達 香川県 香川県立香川東部養護学校 3年 男
佐藤　千愛樹 想絵 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
佐藤　美月 思い出を描いて 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
佐藤　桃子 １７歳のわたし 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年 女
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椎名　朱莉 独り言 秋田県 秋田県立秋田高等学校 3年 女
嶋田　葉月 今Ⅱ～ハヅキ～ 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年 女
庄司　早太 私たちの町 埼玉県 慶應義塾志木高等学校 3月卒 男
新里　麗 日常 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 3年 女
杉山　愛莉 湖畔 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3月卒 女
鈴木　葵 怒り、迷い 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
髙岡　波留希 夢見る世界 愛媛県 愛媛県立松山南高等学校砥部分校 3年 男
高城　玲那 育てよう日本のおいしいを 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3月卒 女
髙橋　晟
清水　達也

都会 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 男

瀧　佐和子 自由・束縛 静岡県 東海大学付属翔洋高等学校 2年 女
武内　佑夏 万華鏡 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年 女
田中　万優子 童心 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
田中　美帆 生きてるよ。 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 2年 女
谷口　智子 ブランコ 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女
谷野　しずか 一緒に行こう 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年 女
對馬　愛佳 あたたかな冬 青森県 青森県立五所川原工業高等学校 3年 女
寺島　佑紀子 現代っ子 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
遠山　華子 わたしと私 東京都 中村高等学校 3年 女
戸澤　莉佳 けだま 神奈川県 横浜隼人高等学校
戸塚　千尋 言葉の言刃 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 2年 女
永井　衿花 Ｗｈａｔ’ｓ　ｙｏｕｒ　ｃｏｌｏｒ？ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年 女
仲井間　愛乃 誰もいない 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 3年 女
名座　昌美 ２つの世界 岡山県 明誠学院高等学校 2年 女
西上　美沙 親孝行してますか？ 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
西山　鈴菜 自分 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年 女
野村　若葉 眠りの浅瀬 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
間　美聡 常識 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
橋口　優美 自分を越える 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
橋本　拓耶 爪 大分県 大分県立日田三隈高等学校 2年 男
長谷川　まどか キャッツアイ 三重県 三重県立名張桔梗丘高等学校 2年 女
花田　梢 ゆらり 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年 女
濱野　菜月 未来 埼玉県 あずさ第一高等学校大宮キャンパス 3年 女
林山　凜 英国紳士 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 男
原　麻里奈 はらまりな 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
原田　未知 夢見る 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
張田　麻菜美 とろり 岡山県 明誠学院高等学校 2年 女
肱岡　紗弓 はじまり。 千葉県 千葉国際高等学校 3年 女
平口　於斗 平和 埼玉県 盈進学園東野高等学校 2年 男
廣瀬　美樹 ｆｌｏｗｅｒ 愛媛県 済美高等学校 3年 女
ＰＨＡＮ　ＴＨＩ
ＢＩＣＨ　ＮＧＡ

夜光バス 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女

船井　昌生 偽者 奈良県 天理高等学校 3年 男
星倉　ななみ あなただけのこの一冊 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年 女
星野　遥菜 虫 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女
堀本　陽 ごきげんな牛骨 東京都 アートマスターズスクール 2年 男
本行　琢登 想像の翼に乗って 岡山県 岡山県立高松農業高等学校 1年 男
前渕　耕平 ＧＲＡＶＩＴＹ 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年 男
松原　そらの マナーモード 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
松原　黎佳 哀愁 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年 女
松実　侑季 あ～す 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年 男
松本　千里 Ｐｉｔｔｏｒｅ 東京都 トキワ松学園高等学校 2年 女
三浦　なつみ ストレス 北海道 北海道札幌稲雲高等学校 3年 女
三浦　茉子 太陽のライオン 秋田県 秋田県立秋田北高等学校 3年 女
宮木　奈緒 繭 京都府 京都府立南陽高等学校 2年 女
宮田　紗希 野菜が雨を待ってる 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
村上　裕紀子 私 宮城県 宮城県柴田高等学校 2年 女
村田　優希 爆発する幻想世界 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年 男
目黒　優依 顔 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 3年 女
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森谷　夏美 Ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　ｔｏ　ｓａｙ 静岡県 沼津中央高等学校 2年 女
門間　祥平 信仰の原点 静岡県 静岡大成高等学校 1年 男
山下　未由季 【　】【　ｔｈｉｎｋ】 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年 女
山本　菜津美 妖精の棲みか 愛媛県 河原学園未来高等学校 3月卒 女
山本　帆乃香 ばあちやん 愛知県 愛知県立愛知工業高等学校 3年 女
油井　綾香 Ｅａｒｔｈ・Ｓａｖｅ「掬う」と「救う」 愛媛県 済美高等学校 3年 女
吉井　志帆 仲良し 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年 女
脇　園香 怨恨の手が神を誕生させた 埼玉県 大妻嵐山高等学校 2年 女
渡辺　春太朗 Ｂｅｈｉｎｄ　Ｈｉｍ 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年 男
渡邊　隆生 大陸に舞う巨大鮫 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 2年 男

佳　 作　 ※開催期間中作品は美術館に展示さ れません。 佳作の賞状は後日お送り いたし ます。
青柳　咲栄 Ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ 茨城県 茨城県立笠間高等学校 3年 女
朝倉　毅 ｓｅｌｆ・Ｉ　ｄｅｎｔｉｔｙ 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年 男
浅見　優 変化する毎日 埼玉県 埼玉県立浦和東高等学校 2年 女
芦田　望
深川　和哉
長谷川　雄斗
東　大貴
島田　貴之

魴鮄 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 男

有馬　あかね 帰省 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
有賀　睦 夜桜の高遠 長野県 伊那西高等学校 3年 女
安間　雅人 僕は絵描き 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年 男
飯塚　順子 エントランス 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3月卒
井川　友里江 此所 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年 女
生嶋　花 裸婦像 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 3年 女
池辺　茉優 メランコリー 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
伊澤　ともよ 輝く玉 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年 女
石井　絢子 まどろみ 東京都 玉川学園高等部 1年 女
石渡　由菜 いつも、そばにいる 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 2年 女
井手　春香 誰も返さない 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年 女
伊藤　依舞希 魅か月の瞳 山口県 萩光塩学院高等学校 3月卒 女
稲飯　亜佳音 慰め 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年 女
今川　雅梨乃 いちごミルクに沈む夢 東京都 玉川学園高等部 3年 女
岩田　穂河 虹色の目 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
岩冨　百花 ｆｒｕｉｚｏｏ 千葉県 東京学館浦安高等学校 2年 女
岩政　舞 思い出 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 2年 女
上野　啓汰 うつりましょう 愛媛県 河原学園未来高等学校 2年 男
氏山　美紗樹 晃 長崎県 長崎県立佐世保東翔高等学校 3年 女
碓井　里奈 Ｊａｐａｎｅｓｑｕｅ 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3年 女
内田　爽 我が町三崎 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 2年 男
内田　大晟 さえずり 愛知県 愛知産業大学三河高等学校 2年 男
江藤　香純 ジレンマ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
大隅　瑠菜 惑星 埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 3年 女
太田　晴菜 ヌー 長野県 長野市立長野高等学校 3年 女
大塚　香菜子 ちぐはぐ 熊本県 ルーテル学院高等学校 3年 女
大塚　梨理亜 Ｃｏｍｐｌｅｘｉｏｎ 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年 女
大友　晶五 古代生物 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 男
大庭　手児奈 風景 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 女
大橋　理未 門出 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年 女
近江　菜々子 一匹ぼっち 埼玉県 埼玉県立春日部東高等学校 2年 女
岡　ありさ 鷹取山にて 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 2年 女
岡村　勇輝
槙原　吉宏
赤塚　雄輝

集合 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 男

小川　智之
増田　瑞希
木村　一輝

公園 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 男

尾崎　陽海 湧く湧く井戸 栃木県 栃木県立宇都宮高等学校通信制課程 3月卒 男
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落合　梨乃 秘想 東京都 共立女子高等学校 2年 女
風間　琳 意志 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 2年 女
梶並　千夏 生える迷いは 東京都 東京都立若葉総合高等学校 2年 女
加藤　翼 循環 千葉県 千葉県立我孫子高等学校 3年 男
上川　桂南恵 アイデンティティ 熊本県 熊本県立八代高等学校 2年 女
河合　有羽 フキノトウ 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
川上　采美 ふるさと 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
河野　眞優佳 青翔 神奈川県 神奈川県立上矢部高等学校 2年 女
川村　しほり 夏の実り 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 女
神田　遥花 藍色ノスタルジア 新潟県 新潟県立五泉高等学校 1年 女
神田　麗香 期待の重さ 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
魏　川瑶 精神世界 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 3年 女
紀伊野　瀬奈 海辺に咲く花 愛媛県 済美高等学校 3年 女
菊地　美海 ガラスに嵌められた海 千葉県 千葉県立沼南高柳高等学校 2年 女
久慈　陽海 埼玉県 盈進学園東野高等学校 2年 男
楠　明寿香 覚悟 徳島県 徳島県立城ノ内高等学校 2年 女
工藤　綾乃
石井　美朋
宮本　由希乃

公園 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 女

工藤　拓馬 幸福駅の汽車 北海道 北海道中札内高等養護学校 3月卒 男
桑原　ひな乃 Ｉｃｅ　ｔｉｍｅ 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 3年 女
髙水間　彩花 Ｍｔ、ＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
小崎　拳士朗 カメ木 東京都 京華高等学校 1年 男
兒玉　朝花 時計の落ちたさき 宮崎県 宮崎県立佐土原高等学校 2年 女
小玉　みどり 春、出発。 愛媛県 済美高等学校 3年 女
後藤　麻友 森の中 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年 女
小林　夏芽 道無き未知を行け 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 2年 女
小林　竜貴
佐々木　十夢
鎌田　雅人

ナポレオンフィシュ 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 男

小松　美月 午後４時 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年 女
小室　菜々 忘れられた蛇口 千葉県 千葉県立野田中央高等学校 3年 女
小森　美幸 朝 長崎県 長崎県立佐世保西高等学校 3年 女
齋藤　穂果 冒険 宮崎県 宮崎県立佐土原高等学校 3年 女
斉藤　碧 大きかった小さなものへ 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 2年 女
齊藤　里佳 めちゃくちゃ 秋田県 秋田県立西目高等学校 3年 女
笹ケ瀬　萌路 ぜんぶだいじ 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
佐々木　利奈 新巻鮭 岩手県 岩手県立盛岡第二高等学校 2年 女
佐藤　晴香 水面に浮かぶ郷土 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年 女
佐野　奏実
小谷　貴美子

イスと女の子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 女

座間　美江 せんぷうき 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年 女
澤田石　真以 Ｍｙ　Ｐａｒａｄｅ 千葉県 東京学館浦安高等学校 2年 女
設楽　智佳子 白 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
清水　由希
原野　恵利花

散歩 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女

末吉　美奈 小道 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年 女
杉田　悠輝 幸せの時間 埼玉県 埼玉県立松山高等学校 2年 男
鈴木　芙由子 これからだ 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3月卒 女
鈴木　優香 強く 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
住谷　麻衣 おもい出し泣き 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年 女
瀬戸　翔 おやじの休日 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 男
相馬　彩花 カレーライス 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年 女
宋　智恩 時間を走る少女 東京都 ケイ・インターナショナルスクール東京 1年 女
平船　瀬里絵 石 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女
高田　さゆみ バケツと石 兵庫県 兵庫県立社高等学校 3月卒 女
髙田　桃奈 未来を嵌める 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年 女
髙橋　優花 有限 愛媛県 済美高等学校 3年 女
髙村　優希 音 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 2年 女
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瀧内　彩里 街 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年 女
田窪　薫 私とわたし 愛媛県 愛媛県立今治西高等学校 3年 女
竹内　美絵 はかなきもの 埼玉県 本庄第一高等学校 2年 女
田中　彩乃 １２／２０、１２：４２の感慨 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
千葉県立泉高等
学校美術部 しあわせはここにアリ？ 千葉県 千葉県立泉高等学校 2,3年 女

地本　裕城 初心 和歌山県 和歌山県立神島高等学校 3年 女
鶴田　真唯
須藤　峰月
森田　絵理子
三嶋　千晶

帽子 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女

寺脇　早也加 アトリエ 熊本県 熊本県立第二高等学校 2年 女
冬賀　咲月 生まれ出づる悩み 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年 女
戸田　郁 群れのなかの情熱 熊本県 ルーテル学院高等学校 3年 女
冨田　梨奈 祖父を描く私 東京都 潤徳女子高等学校 3年 女
豊永　さつき 泣きっ面に蜂。 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年 女
永井　真人 懐郷の産土 愛媛県 愛媛県立松山東高等学校 2年 男
中沢　二葉 森の番人 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年 女
中島　梓 夢想回覧寿古禄 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 3年 女
中田　栞 チョウ 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3月卒 女
中村　里穂子 生命故郷 東京都 東京都立若葉総合高等学校 3年 女
金城　七虹 背 沖縄県 沖縄県立開邦高等学校 3年 女
萩野　さんご 出発 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年 女
橋岡　鈴 内側の自己とその風景 広島県 広島県立可部高等学校 3年 女
橋口　梓 アネモネ 熊本県 ルーテル学院高等学校 2年 女
橋本　実佳 郷愁 神奈川県 横須賀市立横須賀総合髙等学校 3年 女
長谷川　佳代 アツキオモイ 青森県 青森県立五所川原工業高等学校 3年 女
原　拓夢 夏の訪れ 岡山県 明誠学院高等学校 3年 男
久松　千馬 古代のつぼ 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年 男
平井　杏実 僕らの技術は日本を支える 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年 女
平本　雄大
仲村　政彦
平井　孝治

ダンクシュート 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 男

深田　桃子 呼吸ができない 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 3年 女
福嶋　薫 ちっぽけな戦い 鳥取県 湯梨浜高等学校 2年 女
福谷　春佳 私的理想現代図 静岡県 静岡県立富士宮東高等学校 3年 女
福光　透也 優 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年 男
藤森　佑佳 変われないもの 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年 女
藤吉　駿介 ラジカニ 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 男
藤原　悠 異変 愛媛県 愛媛県立松山聾学校 3年 女
堀越　萌々
本村　真希子
坂田　あんず
市川　美来

少女と花 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 2年 女

米沢　彩乃 このひとときを永遠に 岩手県 岩手県立一戸高等学校 3年 女
松岡　和幸 ＨＡＰＰＹ　ＩＳＬＡＮＤ 愛媛県 河原学園未来高等学校 3月卒 男
松倉　優華
杣　雪那
水島　柚香

亀 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 3年 女

松下　千夏 Ｈｅ　ｍｕｓｅｄ　ａｂｏｕｔ　ｂｌａｚｅ 静岡県 浜松学芸高等学校 3年 女
松田　啓子 食糧問題についてのポスター 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 3年 女
松野　秀也 瞳の奥の理想 愛知県 東邦高等学校 3年 男
松野　南 孤独戦争 東京都 東京都立王子総合高等学校 3年 女
松村　玲花 光 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年 女
水上　雪乃 いろはにほへと 東京都 東京都立片倉高等学校 2年 女
水谷　量子 洗濯日和 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 3年 女
宮口　将幸 蛇翔龍ユルルングル 京都府 京都芸術高等学校 3年 男
宮﨑　苑美 愛猫家 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 女
三好　史紘 陽のあたるメディチ 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年 男
望月　駿佑 蛙と鬼 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 2年 男
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本野　美晴 深海の晩餐 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年 女
盛岡　みゆ 炎 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
森永　かりん いとサクラ 大分県 大分県立大分南高等学校 2年 女
八重樫　鈴香 最後の街 岩手県 岩手県立黒沢尻北高等学校 3年 女
保田　千晶 一と宇宙 埼玉県 埼玉県立浦和西高等学校 2年 女
八角　遼 太陽そして要 岩手県 岩手県立平舘高等学校 2年 女
柳井　志保 消えていく 大分県 大分県立佐伯鶴城高等学校 3年 女
柳田　菜生 調和 東京都 東京都立小松川高等学校 3年 女
簗田　奈津美 瞳 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年 女
矢野　玲奈 その１クリック大丈夫？ 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年 女
山口　小羽美 アイデンティティ 宮崎県 宮崎県立佐土原高等学校 3年 女
山口　未森 つぎはぎ世界探索 北海道 北海道静内高等学校 2年 女
山路　健太 ご存知ですか？マイナンバー制 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 男
山田　江梨 本魂 静岡県 静岡県立伊東高等学校 2年 女

山田　優果
Ｗｈａｔ ｄｏ ｙｏｕ ｔｈｉｎｋ ｏｆ
ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ ｓｏｃｉａｌ ｓｉｔｕａｔｉｏｍ？

広島県 広島県立福山明王台高等学校 2年 女

山中　喜哉 大きなお口で 千葉県 千葉県立沼南高柳高等学校 3月卒 男
山本　彩莉奈 スカートの内側 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年 女
山本　明未 フラミンゴ 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
油井　絵里名 水波 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年 女
吉川　美朱 愛しあったって交われない２人 国本女子高等学校 3年 女
吉田　晃文 街中 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 1年 男
吉田　一輝 Ｓｙｓｔｅｍ 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年 男
吉田　紗菜 池 埼玉県 盈進学園東野高等学校 2年 女
吉田　翔 バイクと革靴 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年 男
吉原　苑花 老人と私 栃木県 栃木県立学悠館高等学校 3年 女
米村　玲海 食を見つめる 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 2年 女
脇坂　綾香 いつか若さを失くしても 鹿児島県 鹿児島県立明桜館高等学校 2年 女
渡邊　瑛亜 ９４歳の眼力 静岡県 静岡県立伊東高等学校 2年 女

『 団体賞』

最優秀校賞
千葉県 千葉県立幕張総合高等学校

優秀校賞
静岡県 浜松学芸高等学校

学校奨励賞
東京都 東京都立大泉桜高等学校
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