
美術　入賞・団体

高橋　宇音
拘束された女の手の甲で

栄える九龍
岩手県 岩手県立杜陵高等学校 2年

本田　琴音 お返事くださいな 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

山本　菜摘 希望 北海道 北海道札幌啓成高等学校 2年

佐藤　史華 夢の中 岩手県 岩手県立盛岡第四高等学校 3年

大塚　眠都 牛舎のある風景 千葉県 千葉県立大網高等学校 3年

小泉　虎太朗 虚栄の塔 神奈川県 神奈川県立神奈川総合産業高等学校 3年

清野　一紗 弟 長野県 長野市立長野高等学校 3年

坂槇　志月 華 愛知県 愛知県立長久手高等学校 2年

尾方　美月 河老の猛る 大阪府 向陽台高等学校 3年

𫝆西 芽 カラフルな宝物 奈良県 奈良県立大淀養護学校 2年

松尾　明日香 送り陽、いつかの貴方へ 岡山県 明誠学院高等学校 3年

柴田　唯希 うつりゆく者と物 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

瀨口　亜寿香 輪廻転生 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 2年

松本　大和 暮れゆくスカイツリー 東京都 大成高等学校 2年

水野　七緒 コレクション 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

貫名　可采 雲間の陽 滋賀県 滋賀県立栗東高等学校 3年

矢澤　耕介 私有地 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

稲田　愛華 Step Up！！ 愛媛県 済美高等学校 2年

内田　絵莉香 Grimoire 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 2年

櫻庭　美則 Snow Sea 東京都 東京都立蒲田高等学校 3年

西　美春 鯉川筋 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

本川　芽衣 レース越しの瞳 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年

青嶌　千佳 路地裏 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

芥川　紫苑 希望の設え 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 2年

越智　愛梨 記憶の向こう側 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

河井　ひまわり 瞬間 愛媛県 済美高等学校 3年

小林　梨央 風化と誕生 大阪府 金光八尾高等学校 3年

小宮山　夏未 PINK　PINK　PINK 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年

白栁　芙美花 蕾 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

高橋　りん 命の記憶 鳥取県 鳥取城北高等学校 3年

橋口　侑芽 休日 兵庫県 兵庫県立社高等学校 2年

廣瀨　凪咲 繁華街 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年

高校生国際美術展実行委員会最高顧問賞

高校生国際美術展実行委員会名誉会長賞

世界芸術文化振興協会会長賞

全国高等学校美術工芸教育研究会賞

秀作賞

優秀賞

宮崎県知事賞

福岡県知事賞

岡山県知事賞

奈良県知事賞

第20回　高校生国際美術展　-美術-　入賞・団体賞

内閣総理大臣賞

大阪府知事賞

愛知県知事賞

長野県知事賞

東京都知事賞

千葉県知事賞

岩手県知事賞

北海道知事賞

文部科学大臣賞
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美術　入賞・団体

赤城　聖一 春に向けて 岡山県 明誠学院高等学校 2年

赤星　有紀 かく 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

赤松　明 紅灯緑酒 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 3年

秋枝　あやの 君を仰ぐ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

朝倉　亮 残響ノ地 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

朝塲　香有 蝶葬 長野県 長野県長野吉田高等学校 3年

麻生　麻美 綿の端 宮崎県 宮崎日本大学高等学校 3年

阿部　晴名 宝石の海 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

阿部　れいな 寒雨 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

天田　琳己 阿吽　～ア・フーン～ 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 3年

荒井　爽太郎 道化 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 2年

新井　結心 ドラッグストアの店先で 兵庫県 兵庫県立社高等学校 3年

安齋　詩寧 エキセントリック 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 2年

飯村 南帆/間宮 ゆう 憩いの時間を 千葉県 松戸市立松戸高等学校 3年

石川　響 色が咲く 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 3年

伊勢　亮子 少女標本 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 3年

伊藤　珠花 百鬼夜航 埼玉県 埼玉県立上尾高等学校 3年

上野　詩帆 いい一日になりますように 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

梅澤　幸佑 キャベツ（半玉） 愛知県 愛知県立起工業高等学校 2年

江ノ上　万智 嫉妬 北海道 北海道札幌厚別高等学校 3年

太田　啓斗 無情無常の海の底 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

大村　はるか 調和 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

岡村　耀 コインランドリー若葉湯 東京都 東京都立晴海総合高等学校 2年

岡本　祐季 コレカラ 愛媛県 済美高等学校 3年

小野寺　結衣 Butterfly effect 宮城県 宮城県本吉響高等学校 2年

加瀬　明日風 風を切って 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

片岡　麟太郎 Life 奈良県 奈良県立高円高等学校 2年

片山　鼓乃美 クラゲの遊泳 石川県 金沢大学附属高等学校 3年

加藤　陽介 感情注意報 茨城県 茨城県立取手松陽高等学校 3年

金井　萌奈美 声 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

金子　美緒 エゴの侵食 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年

川久保　惟人 僕Ⅱ 埼玉県 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2年

川添　美有 20分間の夢 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

川畑　聖亜 僕がいる場所 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

菅　悠空羽 海の底のギター 兵庫県 兵庫県姫路私立自由ヶ丘高等学校 3年

神田　梓 埃を含んだ光 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

岸ノ上　さくら 夏の道 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

北出　遥 卓上世界 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 3年

木村　莉紗 慈雨 福岡県 福岡県公立古賀竟成館高等学校 3年

木村　和歌葉 冬の朝に発つ 北海道 北星学園大学附属高等学校 2年

桐野　智丸 未来を見る狐像 岡山県 明誠学院高等学校 1年

桐生　愛紗 複雑 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年

熊坂　詩織 私と母のコートと私室 東京都 東京都立晴海総合高等学校 3年

榑松　迪加 動物食堂 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 3年

小泉　有加 開花 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 3年

古賀　優太 芽吹く 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

小林　蒼夏 タフネス 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

小林　彩乃 anemos 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年

小林　日向 我々は何処へ行くのか 青森県 青森県立青森東高等学校 3年

崔　良玉 ん？ 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

齊藤　亜美加 毎日 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 2年

奨励賞
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美術　入賞・団体

奨励賞

酒井　華 余光 宮崎県 宮崎学園高等学校 3年

坂本　沙也華 流れる 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

佐藤　亜衣子 エプロンと黄色 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

佐藤　衣織 誘う 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

佐藤　円 らしさ 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 3年

佐藤　みゆ カウンタ 千葉県 千葉県立千葉女子高等学校 2年

佐藤　優花 帰り道 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

猿渡　果凜 映る人格 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 2年

宍戸　愛梨 わるい子 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年

島田　愛未 薫風 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

鈴木　美梅 切通 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

巣立　光隆 御神木　弐 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

須藤　京花 依存症 山梨県 山梨県立富士北稜高等学校 2年

甄　雪琳 歌行南北 東京都 東京都立蒲田高等学校 2年

髙木　麻伊 ネットの時代 茨城県 茨城県立笠間高等学校 3年

髙佐　遥香 継承 岡山県 岡山県立倉敷南高等学校 3年

高瀬　彩音 記憶と残像 宮城県 宮城県仙台二華高等学校 2年

髙田　知咲 Appareil photo 神奈川県 相洋高等学校 2年

高橋　奈々 Mother 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

髙橋　未圭 過去に走る 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 3年

髙宮　穂香 ひよこ 埼玉県 叡明高等学校 3年

瀧本　遥 骨の海 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年

竹ヶ原　誇平 綻び 青森県 青森県立三本木高等学校 3年

武田　芽依 可愛いすぎて食べちゃいたい 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

田崎　芽依 描き始め 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年

立川目　宇翔 サプライズ 岩手県 岩手県立杜陵高等学校 2年

立田　一葉 気配 静岡県 静岡県立伊東高等学校 2年

田中　涼子 あてもなく 熊本県 ルーテル学院高等学校 3年

種市　萌 息吹 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

千野　花鈴 月夜 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 2年

辻　希望 春が往く 兵庫県 兵庫県立三木東高等学校 3年

出口　陽加里 Odette 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

冨松　侑奈 竹は涼風の中に 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年

長瀬　琴美 暗い森の光 愛知県 愛知県立起工業高等学校 2年

中西　琉名 独善享楽 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 3年

永淵　貴子 Beginning 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

南雲　柚実 彼も一時　此も一時 東京都 国本女子高等学校 3年

西村　茉亜子 Influence each other 長野県 松本昭和学園エクセラン高等学校 3年

根岸　未歩 朔風と少女 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 3年

野間　光 輝 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 3年

畠山　杏理早 祝福 静岡県 静岡県立浜松江之島高等学校 3年

畠山　瑛護 hard 宮城県 宮城県気仙沼高等学校 2年

畠山　栞奈 待ってる 宮城県 宮城県本吉響高等学校 2年

原　聡志 対話 静岡県 静岡県立沼津西高等学校 3年

原田　慧那 日常の一コマ 千葉県 千葉県立大網高等学校 3年

樋口　歩花 冷徹と陶然 愛媛県 済美高等学校 3年

日野　光 花が咲くまで希う 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

平松　咲希 さかなのゆめ 愛知県 愛知県立起工業高等学校 2年

福田　琴音 自画 岡山県 明誠学院高等学校 2年

福良　伊織 年輪　～18歳～ 大阪府 清風高等学校 3年

藤　由貴 夢幻 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

藤田　杏 曇天の日は洗濯物に願い事 大阪府 大阪市立南高等学校 2年
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古川　紗也夏 刻刻 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

細野　夏鈴 ペットショップ襲撃事件 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年

前田　優樹 原風景 山形県 山形県立鶴岡南高等学校 3年

松尾　日代 夜の麗花 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 3年

松村　菜七子 浦島太郎 兵庫県 啓明学院高等学校 3年

満添　至道 Storage 宮崎県 宮崎県立宮崎北高等学校 3年

翠川　萌夏 美食家 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 3年

村井　彩乃 パラレル 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

森口　美優 飛花落葉 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

森﨑　陽菜 青春時代 鹿児島県 鹿児島県立松陽高等学校 3年

森山　夏帆 イヌノキモチ 三重県 三重県立志摩高等学校 2年

柳田　睦良 ark 岩手県 岩手県立福岡高等学校 3年

山本　凛 情熱の河馬 福井県 福井工業大学附属福井高等学校 3年

横山　由莉 鏡花水月 神奈川県 横浜隼人高等学校 2年

和田　珠緒 和を響かせる 広島県 広島県立神辺旭高等学校 2年

最優秀校賞 横須賀市立横須賀総合高等学校

優秀校賞 愛媛県立今治工業高等学校

学校奨励賞 埼玉県立南稜高等学校

学校奨励賞 神奈川県立弥栄高等学校

団体賞
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美術　佳作

赤﨑　祐斗 鹿児島県 鹿児島県立徳之島高等学校 3年

飯嶋　杏佳 千葉県 千葉県立匝瑳高等学校 2年

飯泉　翔弥 茨城県 常総学院高等学校 2年

飯野　理奈子 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 2年

石岡　祐太郎 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年

磯　ひかり 東京都 東京都立両国高等学校 2年

井戸　千尋 岩手県 岩手県立久慈高等学校 3年

伊藤　朱里 宮城県 宮城県本吉響高等学校 2年

伊藤　主水 神奈川県 神奈川県立白山高等学校 3年

井上　息吹 神奈川県 神奈川県立上矢部高等学校 2年

井上　恵奨 三重県 三重県立志摩高等学校 3年

上野　理 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

及川　彩 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

大貫　泰河 宮城県 宮城県富谷高等学校 3年

岡林　歩希 大阪府 大阪市立工芸高等学校 2年

岡村　萌絵 埼玉県 叡明高等学校 3年

小椋　史花 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

桶谷　泰聖 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 1年

小原　朱寧 秋田県 秋田県立雄物川高等学校 3年

加藤　太一 岐阜県 岐阜県立関特別支援学校 3年

加藤　慶将 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年

上村　美沙 埼玉県 埼玉県立川口北高等学校 3年

唐沢　茉理絵 埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 3年

川間　元龍 兵庫県 神戸国際大学附属高等学校 2年

岸本　香那 兵庫県 兵庫県立洲本高等学校 2年

木村　雪舞 神奈川県 神奈川県立弥栄高等学校 2年

栗田　空 神奈川県 神奈川県立麻生高等学校 3年

黒﨑　力斗 埼玉県 山村学園高等学校 2年

郡元　朱音 愛知県 あいち造形デザイン専門学校高等課程 3年

越川　佳南 東京都 東京都立上野高等学校 3年

嵯峨　慎之介 千葉県 千葉県立土気高等学校 3年

榊原　葵唯 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 2年

坂倉　芽衣 東京都 東京都立大泉桜高等学校 3年

坂本　望美 大分県 大分県立大分鶴崎高等学校 3年

坂本　萌々 愛媛県 済美高等学校 2年

佐藤　くるみ 千葉県 千葉県立大網高等学校 3年

塩見　亜祐美 愛媛県 愛媛県立今治工業高等学校 3年

七條　弥羽 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 2年

柴田　綺音 愛媛県 愛媛県立今治北高等学校 3年

志甫　葉月 三重県 三重県立志摩高等学校 2年

佳作
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嶋津　三奈 兵庫県 神戸市立六甲アイランド高等学校 3年

清水　聖穏 愛知県 愛知県立起工業高等学校 3年

新谷　幸生 兵庫県 兵庫県立錦城高等学校 2年

清家　美優 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 2年

髙木　瑠美 茨城県 茨城県立笠間高等学校 3年

髙橋　美月 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

高橋　勇人 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年

竹野　歩妃 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

田中　響 長崎県 長崎日本大学高等学校 2年

田中　智也 東京都 東京都立蒲田高等学校 2年

田中　耀聖 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

玉田　雪乃 愛媛県 済美高等学校 3年

田良島　津 東京都 駒込高等学校 3年

俵谷　涼介 北海道 北海道札幌啓成高等学校 3年

辻　篤弥 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

手塚　英恵 静岡県 浜松学芸高等学校 3年

傳保　宗栄 石川県 石川県立七尾特別支援学校珠洲分校 3年

富田　朱音 徳島県 徳島市立高等学校 3年

戸村　美咲 福岡県 福岡県立八幡中央高等学校 3年

中井　亜矢子 岡山県 明誠学院高等学校 3年

長澤　貫太 神奈川県 横須賀市立横須賀総合高等学校 2年

長島　彩夢 東京都 東京都立工芸高等学校 4年

中野　龍也 茨城県 茨城県立取手松陽高等学校 3年

行川　慧 埼玉県 埼玉県立蕨高等学校 3年

丹伊田　和佳 埼玉県 埼玉県立越生高等学校 3年

野田　大陽 岩手県 岩手県立久慈高等学校 3年

服部　一姫 北海道 北星学園大学附属高等学校 3年

濵口　恭佳 三重県 三重県立志摩高等学校 3年

半田　あさひ 茨城県 茨城県立笠間高等学校 3年

平田　桃子 愛媛県 済美高等学校 3年

廣島　有華 山梨県 山梨県立甲府第一高等学校 2年

弘中　美砂季 埼玉県 埼玉県立南稜高等学校 3年

深澤　汐里 東京都 大成高等学校 3年

福井　大道 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

福間　愛子 愛知県 光ヶ丘女子高等学校 3年

藤本　夢 栃木県 栃木県立壬生高等学校 3年

古川　舞子 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

堀内　路加 群馬県 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年

牧野　佑樹 埼玉県 埼玉県立浦和高等学校 3年

松井　黎之 千葉県 東京学館浦安高等学校 3年
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松澤　薫 神奈川県 神奈川県立白山高等学校 3年

松下　穂音 神奈川県 神奈川県立住吉高等学校 2年

圓山　ひかり 東京都 東京都立大泉桜高等学校 2年

宮崎　遼子 大阪府 大阪市立工芸高等学校 3年

米良　航 東京都 成蹊高等学校 2年

森　佑大郎 岡山県 明誠学院高等学校 1年

森　椋平 千葉県 千葉県立千葉北高等学校 3年

矢作　唯夏 東京都 東京都立両国高等学校 1年

山口　紗瑛 熊本県 熊本県立人吉高等学校 3年

山口　紗依 福岡県 福岡県立太宰府高等学校 3年

山口　知咲 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

山口　媛加 岩手県 岩手県立盛岡北高等学校 3年

山田　ひとみ 東京都 潤徳女子高等学校 3年

山田　ほのか 青森県 八戸工業大学第二高等学校 3年

劉　眞豪 東京都 東京韓国学校 2年

横尾　勇作 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 3年

横河　碧唯 東京都 東京女学館高等学校 1年

和田　匠平 東京都 東京都立晴海総合高等学校 2年
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