
作品番号 作品名 名前・ペンネーム 地域
県知事賞 273 おもいで本 深谷 美加子 郡山市
きになる⇆
ひょうげん賞

279
280

踏まれてもVサイン
すだれvsエアコン

芳賀 喜善 会津若松市

日比野克彦賞 274 リズム 塩谷 聡子 郡山市
260 象 村上 駿仁
262 命 村上 茉奈美
263 風神雷神 村上 麻莉奈

岡部兼芳賞 114 気になる かんばん・けいじばん KO☆ 南会津町
特選 3 丘車～雪の上でもRCが好き～（Half Clear Version） 近内 沖尋 郡山市
特選 4 近所の人 フジオ 郡山市
特選 7 ボンボン のぞみ号 郡山市
特選 41 大好きな・・・ 薄田 真平 猪苗代町
特選 47 こたつでみかん 本田 正 須賀川市
特選 52 自分の病気の世界を絵と文字にしました 大友 義之 郡山市
特選 79 無題 KEIJI 郡山市
特選 91 無題 江田 祐子 郡山市
特選 96 海底を漂うコブダイ 森 陽香 郡山市
特選 121 東京タワー 赤埴 地洋 猪苗代町
特選 125 にじ 喜多見 結愛 猪苗代町
特選 136 恐竜図かん 佐藤 柊也 猪苗代町
特選 218 自転車 長谷川 恒 いわき市
特選 227 竹添さん 鈴木 和子 石川町
特選 228 飲みたかった 生田目 幸作 石川町
特選 231 秋の森人 正木 柚衣 いわき市
特選 249 大好きなネギ 羽根田 晃 福島市
特選 258 だいすきなロボット ～あつまれ12このロボット～ 小野 広夢 福島市
特選 268 あらしをよぶはなよめ 大内 聖惺 本宮市
入選 1 会津の森の運び屋さん 天水 みちえ 喜多方市
入選 2 立体ガラス 安部 由美子 猪苗代町
入選 5 ただの帽子 吉田 静江 郡山市
入選 6 ボンボンちゃんたち ノブコ 郡山市
入選 8 自分じゃない誰か。 柳沼 信也 郡山市
入選 14 だ～いすき りんご ～あきのくだもの～ 渡邉 凜太 田村市

入選 19
てんまで およげ！！
～ぼくらのこいのぼり～

佐藤  圭、遠藤 隆ノ介
髙橋 朋希、野地 羅麗

田村市

入選 21 わたしのおにばば 守岡 望愛 田村市

入選 25 ダダーン
高野 大晴、池田 翔、松永 悠奈
三好 由峻、服部 和樹、栁沼 咲希

田村市

入選 29 秋 ～どうぶつたちのさんぽ～ 佐久間 謙 田村市
入選 34 自画像 古川 旭 田村市
入選 36 10年後の自分 上田 里桜 田村市
入選 37 10年後の自分 本田 大介 田村市
入選 38 波動A ～ぼくのココロ～ 大和田 宗位 田村市
入選 40 UMA 渡部 耀介 猪苗代町
入選 42 自我像 加藤 奎太 猪苗代町
入選 45 星空のトビラ 福原 光志郎 猪苗代町
入選 50 命 戸賀 助太郎 郡山市
入選 51 リサイクルかご M・Y 郡山市
入選 64 刺し子 佐藤 タイ 郡山市
入選 66 太陽と煌楽のちょうちん祭り 阿部 鉄生 二本松市
入選 76 からから 安斎、後藤、里石 福島市
入選 77 こいのぼり 安斎 純 福島市
入選 78 アヒルちゃん 青木 玲子 郡山市
入選 80 祝賀ムード 安斎 隆史 郡山市
入選 84 なつドラ 土屋 康一 郡山市
入選 85 夏はハンバーグ 平澤 吉二 郡山市
入選 86 おれのかお 平澤 吉二 郡山市
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入選 87 地蔵 平澤 吉二 郡山市
入選 92 私の♡ 三瓶 沙弥香 郡山市
入選 93 天使と仲間たち 宮野 亮太 郡山市
入選 95 花木団地のサクラ 森 陽香 郡山市
入選 97 鳥小屋 助川 晴栄 郡山市
入選 99 パッソのみんな 小林 紀美子 郡山市
入選 101 やま 武藤 令子 郡山市
入選 102 ソラちゃん 武藤 令子 郡山市
入選 103 バス 武藤 令子 郡山市
入選 105 家族 岩崎 由美 郡山市
入選 107 コーヒーカップ 岩崎 由美 郡山市
入選 110 大好きな風船 伊藤 峰尾 郡山市
入選 111 山だけど横から見ると…？ 小椋 史晴 猪苗代町
入選 115 こどものうた KO☆ 南会津町
入選 119 きれいなすいぞくかん 渡部 耀介 猪苗代町
入選 122 みんななかよし 渡部 未麗 猪苗代町
入選 127 家族旅行 黒須 博 会津若松市
入選 132 しずく 佐竹 光 いわき市
入選 135 かいじゅうごっこ 西村 美咲 いわき市
入選 137 無題 笹山 勝実 郡山市
入選 140 しょうまくんてなぁに？その1 新藤 渉真 郡山市
入選 141 しょうまくんてなぁに？その2 新藤 渉真 郡山市
入選 148 ボクの宿題 鈴木 晴翔 西会津町
入選 154 ハロウィン アイドル アイカツ オンパレード 髙橋 和真 郡山市
入選 155 ガラスの靴 渡邉 幸 相馬市
入選 157 elegant cat 招福 So 会津若松市
入選 158 Foxの眺め So 会津若松市
入選 159 とんかつ屋「かつ吉」 鳩原 匡 相馬市
入選 165 大鷹待機中 清水 優貴 福島市
入選 166 ひよこ 安島 香世子 いわき市
入選 167 てぶくろ 伊藤 篤史 いわき市
入選 169 無題 永井 悠暉 いわき市
入選 171 ねずみ 鈴木 藍子 いわき市
入選 172 無題 須田 泰隆 いわき市
入選 173 無題 赤津 妙子 いわき市
入選 174 霜月 奥川  崇斗 須賀川市
入選 178 文化 小林 沙織 須賀川市
入選 187 「ね。」 Jessica Rie 猪苗代町
入選 190 くちのなか大戦争（おとこのこの歯をすくえ！） のんちゃん 猪苗代町
入選 195 どんぐりとさつまいも 佐藤 将希 いわき市
入選 196 好物いっぱいのお弁当箱 佐藤 将希 いわき市
入選 198 ホオジロカンムリヅル 蒲生 卓也 いわき市
入選 199 無題 大平 久美子 いわき市
入選 202 滝のしぶき 長井 和久 西郷村
入選 208 いつもの散歩道 熊本 充典 西郷村
入選 212 タピオカジュース 小林 美喜恵 西郷村
入選 216 メルヘン画「雪やこんこん」 木須 弘 伊達市
入選 219 セデッテ 宮本 英幸 いわき市
入選 230 ふふふフラワー 正木 柚衣 いわき市
入選 256 ぼくのかぞく 小野 広夢 福島市
入選 257 アニマル！げんき玉！！ 小野 広夢 福島市
入選 259 10年後の自分 村上 駿仁 田村市
入選 267 ファッションショー 遠藤 百恵 本宮市

入選 271 祭りだわっしょい！！
放課後等デイサービス
マカナのおともだち

大玉村

入選 272 きになるもの 石井 里織 郡山市
入選 275 みぎ ひだり 角 純子 郡山市
入選 277 おもいで 宮田 莉央奈 郡山市


