


第21回全国児童「ハガキにかこう海洋の夢コンテスト」入選者 別紙２

入選（佳作）　サポーター賞　3作品

名前 都道府県 小学校名 学年 部門 作品題名

工藤　悠仁 青森県 八戸市城北小学校 1 アイディア 海ボンド

石川　琴絵 愛知県 岡崎市立井田小学校 6 絵画 海遊ツアーに出発!

サポーター賞（株式会社東陽テクニカ）

西　陸斗 埼玉県 川越市立高階西小学校 2 絵画 りゅうぐうのつかいとりゅうぐうじょうさがし

入選（佳作）100作品

名前 都道府県 小学校名 学年 部門 作品題名

秋吉　栞名 福岡県 福岡市立香住丘小学校 1 絵画 いつか行きたい海のせかい

ウォーカー　辰海 神奈川県 横須賀市田浦小学校 1 絵画 カラフルな海の生きものとタワーがある海のまち

蛯名　大 青森県 八戸市立旭ヶ丘小学校 1 絵画 みんななかよし

大谷　葵 青森県 むつ市立大平小学校 1 絵画 クラゲはつでん

小野　亮太朗 神奈川県 横浜市立大綱小学校 1 絵画 みんなで行こう!深海鉄道の旅

氣仙　理子 青森県 むつ市立大畑小学校 1 絵画 みんなでしんかいりょこう

久米　杏奈 愛知県 岡崎市立岡崎小学校 1 絵画 きれいなアンモナイト

佐々木　礼皇 山口県 山口市立大殿小学校 1 絵画 ロボットスーツでコバルトリッチクラストをとるぞ!

佐原　保善 埼玉県 狭山市立新狭山小学校 1 絵画 『あんこう6500』で『しんかい遊園地』へ

杉本　賢太郎 石川県 金沢市立小坂小学校 1 絵画 ジンベイザメのおやこ

髙橋　澪那 神奈川県 横須賀市立船越小学校 1 絵画 さんごしょうの海

田畑　凜乃介 大阪府 大阪教育大学附属平野小学校 1 絵画 海中の温泉旅館

堤　新之助 神奈川県 逗子市立逗子小学校 1 絵画 古代の海

野中　仁愛 神奈川県 逗子市立沼間小学校 1 絵画 じんべいといっしょにうみのだいぼうけん

畠山　紡 北海道 函館市立深堀小学校 1 絵画 ちょうちんあんこう潜水艦で深海を調査

森　七海 大阪府 河内長野市立長野小学校 1 絵画 いっしょにしんかいにいこう!

内田　凛々 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 2 絵画 きれいなもようの魚をみつけたよ

小野　柊斗 千葉県 千葉市立幕張西小学校 2 絵画 ウミガメといっしょにいきたいな

草薙　結人 北海道 浦河町立浦河東部小学校 2 絵画 魚と友達になる。

小泉　優月 山形県 山形市立蔵王第一小学校 2 絵画 しん海生物いっぱいみつけたい

中山　紗友里 青森県 八戸市立青潮小学校 2 絵画 お魚さん､海のそこをてらしておどりましょう

西　蓮花 大阪府 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 2 絵画 ふしぎなクラゲ

西村　七海 青森県 八戸市立白山台小学校 2 絵画 しん海でさわってみたいな

野田　陽生 大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校 2 絵画 海の中を大ぼうけん!

林　鼓拍 大阪府 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 2 絵画 でんせつのかに

平井　詠大朗 青森県 むつ市立第二田名部小学校 2 絵画 深海てんずし

星　剛人 青森県 むつ市立第二田名部小学校 2 絵画 海峡サーモン電車

山本　琥珀 愛知県 名古屋市立笹島小学校 2 絵画 しゃぼんだまでうみのなか

岩谷　淳生 青森県 むつ市立大畑小学校 3 絵画 タコは宝の守り主

加藤　春希 神奈川県 横浜市立上大岡小学校 3 絵画 深海探検

川上　遼太郎 神奈川県 川崎市立上作延小学校 3 絵画 魚をひきよせる不思議なウェットスーツを着たぼく

北村　莉音 愛媛県 松山市立湯築小学校 3 絵画 タツノオトシゴの町

今野　環 東京都 江東区立毛利小学校 3 絵画 しんかい2019

白木　伶奈 岐阜県 養基小学校養基保育所組合立養基小学校 3 絵画 クラゲの明りに集まるオシャレな魚

図司　実早紀 愛知県 小牧市立一色小学校 3 絵画 さかなのマンション

武田　成生 神奈川県 横浜市立富岡小学校 3 絵画 深海での調査

新野　央果 宮城県 仙台市立西中田小学校 3 絵画 デメニギスの透明な頭の中を撮影中!

真砂　和希 神奈川県 横浜市立万騎が原小学校 3 絵画 チョウチンアンコウの光でダンシング!

森　悠仁 大阪府 河内長野市立長野小学校 3 絵画 深海の新生物発見!!

山口　さくら 東京都 多摩市立多摩第三小学校 3 絵画 デメニギス潜水艦ツアー

横山　優奈 愛媛県 松山市立道後小学校 3 絵画 海の生き物とたんけんへ

青栁　海輝 大阪府 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 4 絵画 虹の中で腕を伸ばすタコ

飯村　稜花 神奈川県 横須賀市立船越小学校 4 絵画 海の演奏会

大川　祐輝 千葉県 千葉市立都小学校 4 絵画 海底でお宝発見

岡内　琥珀 大阪府 大阪市立真田山小学校 4 絵画 みんなが潜水艇に乗って海を楽しめる未来

岡澤　博美 大阪府 学校法人大阪初芝学園はつしば学園小学校 4 絵画 深海のハッピーウェディング

加藤　史帆 愛知県 名古屋市立大森北小学校 4 絵画 ウミガメの回遊調査

木本　萌衣 青森県 八戸市立城北小学校 4 絵画 海の音楽会

後藤　拓也 熊本県 熊本市立山ノ内小学校 4 絵画 行ってみたいな!竜宮城の新年会

小森　大輔 愛媛県 松山市立道後小学校 4 絵画 深海の魚たち

杉本　芽優 奈良県 桜井市立浅倉小学校 4 絵画 海のお祭り

田中　琉翔 大分県 大分市立田尻小学校 4 絵画 深海スーパーライト

野田　萌生 徳島県 徳島市立八万南小学校 4 絵画 ミツクリザメ

馬場　瑶子 宮城県 仙台市立錦ケ丘小学校 4 絵画 アンモナイトで作る海の中の虹

正木　望丹 宮城県 仙台市立栗生小学校 4 絵画 暗い世界をはなやかに!深海ボディペイント

松浦　華生 青森県 八戸市立城北小学校 4 絵画 海のパレード

安江　紬 東京都 目黒区立月光原小学校 4 絵画 巨大ウバザメの体内探検～魚の楽園にて～

サポーター賞（オール清水）

サポーター賞（ダイハツディーゼル株式会社）



名前 都道府県 小学校名 学年 部門 作品題名

荒木　瑚偉 群馬県 渋川市立中郷小学校 5 絵画 生きた化石の宝庫、深海!

石井　花朋 青森県 八戸市立旭ヶ丘小学校 5 絵画 海の中のオリンピック

内田　美咲 青森県 八戸市立長者小学校 5 絵画 イワシの群れとマグロ

太田　ここみ 北海道 函館市立金堀小学校 5 絵画 海水を分断する技術で海底を散歩･旅行･調査をする｢海底散歩を楽しむ少女｣

大柳　凛 青森県 十和田市立沢田小学校 5 絵画 とても楽しい海の中

開坂　るい 鹿児島県 霧島市立国分小学校 5 絵画 夢のアクアリウム

黒部　ひまわり 神奈川県 横須賀市立船越小学校 5 絵画 peace

駒井　亜莉咲 青森県 むつ市立大畑小学校 5 絵画 海の宇宙

白方　統子 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 5 絵画 海の音楽会

田中　陽奈 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 5 絵画 深海探検に行ったら…!

豊野　綾 徳島県 鳴門教育大学附属小学校 5 絵画 すいかにばけたたこ

濱田　琉衣 青森県 むつ市立大湊小学校 5 絵画 仲間

檜垣　昊希 愛媛県 今治市立波止浜小学校 5 絵画 月夜のクリオネ

三好　爽斗 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 5 絵画 ミノカサゴの洞くつ

山本　愛莉 高知県 南国市立十市小学校 5 絵画 海のレインボータウン

渡邊　楓 愛知県 名古屋市立徳重小学校 5 絵画 深海マンション

伊沢　信人 徳島県 徳島市立大松小学校 6 絵画 カジキ

五木　芽惟 奈良県 御所市立大正小学校 6 絵画 未知の深海生物との出会い

岩元　爽香 神奈川県 横浜市立西柴小学校 6 絵画 世界中の海から

大西　花愛 神奈川県 横須賀市立桜小学校 6 絵画 平和

小川　櫻子 神奈川県 川崎市立生田小学校 6 絵画 ダイオウイカの人工飼育

加藤　立 愛知県 名古屋市立大森北小学校 6 絵画 沈没船を守る主

北村　由理 愛媛県 松山市立湯築小学校 6 絵画 海の中はパラダイス

工藤　春奈 青森県 八戸市立旭ヶ丘小学校 6 絵画 カメと人とのきずな

小原　梨奈 神奈川県 横浜市立金沢小学校 6 絵画 海底都市

芝本　真菜 兵庫県 加古川市立加古川小学校 6 絵画 夢の中のお友だち

仲間　蓮 愛知県 名古屋市立高木小学校 6 絵画 ごみをすいとれ!

西川　碧 愛知県 名古屋市立平和が丘小学校 6 絵画 さかなたち～共に生きる～

森脇　悠斗 兵庫県 神戸市立蓮池小学校 6 絵画 海底のなかまたち

秋山　大河 青森県 八戸市立青潮学校 1 CG ゆめのうみ

横矢　泰知 兵庫県 神戸市立乙木小学校 2 CG オニキンメロボに乗って

小川　穂果 東京都 八王子市立浅川小学校 3 CG ダイオウイカのお医者さんはいそがしい

相澤　美ら 埼玉県 日高市立武蔵台小学校 2 アイディア いつでもらくらくクリオネスーツ

佐々木　怜凰 青森県 六戸町立大曲小学校 2 アイディア オクトパスーツ

平良　拓磨 沖縄県 那覇市立開南小学校 2 アイディア よりわけAUVひげくじら

磯谷　大和 青森県 八戸市立白銀南小学校 3 アイディア 魚がたドローン

田茂　莉慧奈 青森県 八戸市立西白山台小学校 3 アイディア トビウオはいたつマシーン

秋元　弓汰 沖縄県 那覇市立城西小学校 4 アイディア マリンデブリかいしゅうせん水かん

畠山　結人 岩手県 岩手町立川口小学校 5 アイディア 生体調査お任せ服

森田　結愛 高知県 南国市立久礼田小学校 5 アイディア 人魚になれーる

吉田　有輝 沖縄県 名護市立東江小学校 5 アイディア 竜宮城

尾仲　讃礼 神奈川県 三浦市立上宮田小学校 6 アイディア 理想の魚！プラ魚

内貴　琉風 滋賀県 栗東市立治田西小学校 6 アイディア 二酸化炭素変換機



別紙３ 

 

第 21 回全国児童「ハガキにかこう海洋の夢コンテスト」 

海洋科学技術普及賞 10 団体 

 

八戸市立鮫小学校（青森県） 

むつ市立苫生小学校（青森県） 

稲敷市新利根小学校（茨城県） 

横須賀市立公郷小学校（神奈川県） 

こども絵画サークル アトリエひだまり（神奈川県） 

静岡市立清水入江小学校（静岡県） 

名古屋市立徳重小学校（愛知県） 

南国市立大篠小学校（高知県） 

福岡市立美和台小学校（福岡県） 

名護市立大北小学校（沖縄県） 

 

 


