
作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域

福島県知事賞 78 ボクの世界の「八木山動物園」 大内　聖惺 本宮市

きになる⇆
ひょうげん賞

51 線 石附　若菜 郡山市

審査員賞
（日比野克彦賞）

87 無題 田仲　悠真 いわき市

審査員賞
（川延安直賞）

273 東大へ行こう！！ 鈴木　和枝 会津若松市

125 うさぎ 齊藤　紬
126 くま 行川　聖真
127 なまはげ 鈴木　颯人
128 熊 村上　駿仁
129 ねこ 佐久間　一馬
130 くま 渡邊　弘登

審査員賞
（川内有緒賞）

430 私の足跡（あしあと） S 棚倉町

作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域

特選 7 ヴァー！！！
Poppoi Candle a.k.a
天水みちえ＆Fusuma

喜多方市

特選 9 涙 zuoruren 三春町
特選 10 無題 zuoruren 三春町
特選 135 すし 小野　広夢 福島市
特選 202 ポスター チーム　ポスター いわき市
特選 314 恐竜スケッチ　ブラキオサウルス 佐藤　柊也 猪苗代町
特選 315 恐竜スケッチ　ティラノサウルス 佐藤　柊也 猪苗代町
特選 465 オリジナルヒーローズ 寺島　輝 郡山市

作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 1 ソロギター曲作品群 午前中 福島市
入選 2 謎の金属に足を踏み入れたら…(O_O) 近内　沖尋 郡山市
入選 3 我流昇天 芳賀　大将 矢吹町
入選 4 Ascension 芳賀　大将 矢吹町
入選 5 正覚 芳賀　大将 矢吹町
入選 8 怪物 zuoruren 三春町
入選 12 闇を照らすペガサス SO 会津若松市
入選 13 雄叫び SO 会津若松市
入選 15 コロナ終わり 市川　美智子 会津若松市
入選 20 収穫祭 長嶺　淳 会津美里町
入選 22 みんな同じ星に住んでいる 松本　秀勝 福島市
入選 23 こわい道 松本　秀勝 福島市
入選 24 クルマ社会 松本　秀勝 福島市
入選 26 テラ 鳩原　匡 新地町
入選 36 ふねとななえちゃん 荒　智洋 新地町
入選 37 十二支 しんぺい 猪苗代町
入選 40 アルコールの好きな人 中島　一雄 会津若松市
入選 41 god 中島　一雄 会津若松市
入選 45 野菜たち 櫻林　健志 いわき市
入選 46 ただいま里帰り 正木　柚衣 いわき市
入選 47 おひるごはんオドルジカン 正木　柚衣 いわき市
入選 48 なにしてーるの？ 正木　柚衣 いわき市

第5回 福島県障がい者芸術作品展「きになる⇆ひょうげん2021」入選者一覧

審査員賞
（岡部兼芳賞）

田村市



作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 49 ぐるぐる 石附　若菜 郡山市
入選 50 さんかく 石附　若菜 郡山市
入選 52 ラリエット 熊坂　珠希 福島市
入選 55 ゲームの世界 紺野　誠 福島市
入選 67 日はのぼる 木須　弘 伊達市
入選 68 不安な風景 木須　弘 伊達市
入選 80 見たな！秘密のパーティー 大内　聖惺 本宮市
入選 85 不思議な贈り物 橋本　愛加 田村市
入選 86 不思議な手 橋本　愛加 田村市
入選 89 ぼく 橋本　徹 白河市
入選 90 ようこねえちゃん 橋本　徹 白河市
入選 91 スーパーミスターアーチリアル 山崎　勇斗 白河市
入選 118 人のカタチ 湯田　啓太 田村市
入選 121 魔法陣 吉田　晴彦 田村市
入選 136 変身（へんし～ん） 小野　広夢 福島市
入選 137 ロボット 小野　広夢 福島市
入選 139 ごへいもち 渡部　絢士 会津美里町
入選 147 LOVEカップ焼きそば② 和田　隆祐 会津美里町
入選 149 けしきスペシャル ずんだもち 会津美里町
入選 155 勉強熱心 武田　雅織 会津美里町
入選 156 自画像 菅野　凌平 会津美里町
入選 168 はた物語　オリンピック・パラリンピック2020 KO☆ 南会津町
入選 171 第5位はだれ 佐藤　将希 いわき市
入選 173 ハンバーガー 佐藤　将希 いわき市
入選 174 バス・うみ・やま・はっぱ・はくちょう 安倍　遥介 会津若松市
入選 181 「ぼくはお魚じゃない」 みゅー 福島市
入選 185 金魚 志藤　真理子 福島市
入選 191 カブッ 青山　颯 いわき市
入選 201 大好きな曲 斎藤　正憲 西会津町
入選 204 寅丸 古川　聖奈 郡山市
入選 215 気にいった物作ってみた ぱんだっぴー 須賀川市
入選 216 友のこころに触れた瞬間 八巻　光 伊達市
入選 217 Gorilla 川島　大毅 郡山市
入選 221 赤いドレス 斎藤　里紗 湯川村
入選 235 きりん 丹野　悠 郡山市
入選 238 せんせいのおうち 山内　海澄 郡山市
入選 243 はなび 本田　翔太 郡山市
入選 244 ゆでた　おいも 松藤　漣 郡山市
入選 252 クロッキー 大原　悠聖 郡山市
入選 254 路線図 多田　翔梧 郡山市
入選 255 無題 山名　順子 いわき市
入選 265 柿の木のある家ーおんつぁがいー 芳賀　喜善 会津若松市
入選 276 はたらくのりものたち2021 よういちろう 南会津町
入選 277 ゆずり葉畑 新田　光一朗 猪苗代町
入選 279 写真とっていい？ 木幡　好葉 西郷村

入選 286 遠足に行きたかったんだよ！
根本　結衣、間島　珠奈、
吉田　恋乃、浅見　南、
こうくん

西郷村

入選 287 おうち 加藤　乃愛 石川町
入選 290 肖像画 大河原　美来 石川町
入選 292 ふるさとのふうけい 赤石　優斗 玉川村
入選 294 せんこうはなび 藤島　絢翔 玉川村
入選 303 まなのスケッチえほん1 まな 玉川村
入選 306 山を見ている H.S 猪苗代町
入選 307 なっとうごはん 佐藤　琴羽 猪苗代町
入選 308 かがみもち 佐藤　琴羽 猪苗代町



作品番号 作品タイトル 名前・ペンネーム 活動地域
入選 309 パイナップル 佐藤　琴羽 猪苗代町
入選 310 ミステリーパープルターミナル 福原　光志郎 猪苗代町
入選 311 猫 加藤　奎太 猪苗代町
入選 312 わたしの家族 秋津　楽歩 猪苗代町
入選 313 ティタノサウルス 佐藤　柊也 猪苗代町
入選 317 スカイラインGT-R BNR34 佐久間　恵一 猪苗代町
入選 324 虎 中島　玲仁 会津若松市
入選 327 私の心 誰かのために 郡山市
入選 332 ばあちゃん 室井　詩織 いわき市
入選 334 ツタンカーメン 蒲生　卓也 いわき市
入選 338 パパに会いたい 滝口　学 石川町
入選 341 さをり織り 鈴木　恵理香 いわき市
入選 355 7人の小人 三島　里美 相馬市
入選 358 『好きなもの』 中島　優太 福島市
入選 359 さわださゆりキャラクターずかん2021 澤田　さゆり 郡山市
入選 362 秋色 佐久間　秋美 郡山市
入選 363 やっちゃった 本間　桃子 本宮市
入選 366 スイカ 佐久間　絵梨 本宮市
入選 367 おつきさま 佐久間　絵梨 本宮市
入選 368 Bでした 近内　辰徳 本宮市
入選 369 白 大内　陽平 郡山市
入選 376 自然体 金平糖 郡山市
入選 377 富士山 青木　尊 郡山市
入選 380 お地蔵様 平澤　吉二 郡山市
入選 384 無題 橋本　吉幸 郡山市
入選 385 おにいさん　おねえさん 岩崎　由美 郡山市
入選 388 いろんなカラフル文字 渡辺　史晃 郡山市
入選 393 興味 佐野　友和 猪苗代町
入選 394 文字のその先 鹿戸　大二郎 猪苗代町
入選 395 日常 鹿戸　大二郎 猪苗代町
入選 397 無題 笹山　勝実 郡山市
入選 399 チューリップ 松崎　妙子 郡山市
入選 403 感じる音楽 酒井　未希 郡山市
入選 404 月光 伊藤　裕章 郡山市
入選 405 犬 伊藤　裕章 郡山市
入選 410 さくら 佐藤　タイ 郡山市
入選 420 母ちゃん、ありがとう 仲畠　さない 郡山市
入選 426 カレー 本田　正 須賀川市
入選 427 りんごカービング 本田　正 須賀川市
入選 436 恐竜超図鑑 三瓶　雄大 郡山市
入選 443 ぷりんせすリリー 中川　愛理 いわき市
入選 448 はじまりのふでのはじまりの 安斎　暁斗 二本松市
入選 456 ぼくのすきなもの 高野　想大 須賀川市
入選 462 ２６葉クローバーに集まる昆虫や動物たち 寺島　歩 郡山市
入選 464 ブルーZとレッドG グリーンXとプチがえる 寺島　歩 郡山市
入選 469 無題 桜田デブネコ 郡山市


