
第38回ジュニア油絵展 入賞者一覧

賞 題名 氏名 学校名 学年
1 土曜の午後 高嶋しおり 瑞穂市立本田小 小6
2 表裏 奥村花菜 岐阜市立精華中 中3
3 懐想 早﨑　葵 大垣日本大学高 高3
1 気合いを入れて「面！」 大谷陽祐 岐阜市立長良東小 小6
2 夢 川合乃愛 大垣市立江並中 中1
3 美味しくなあれ 大橋未来 県立大垣東高 高2
1 大海原の航海者 大場琢矢 各務原市立尾崎小 小5
2 三毛猫 箕浦沙月 大垣市立南中 中2
3 包囲 道木　菫 県立大垣北高 高2
1 花畑のにわとり 今井遥稀 岐阜市立長良小 小2
2 魚たちとぼく 西田矩健 大垣市立北小 小3
3 ぼくの相棒 加藤竜基 各務原市立蘇原第一小 小5
4 虎視眈眈 渡邉青星 大垣市立安井小 小6
5 帰り道 森　鈴奈 岐阜市立合渡小 小6
6 遊亀 志知正基 鶯谷中 中1
7 今の私 坂　柊奈 羽島市立中央中 中1
8 希望と絶望 住田旺己 羽島市立中央中 中1
9 水面 澤　永遠子 岐阜大学教育学部附属中 中1
10 美術室と私 三島愛結 大垣市立江並中 中1
11 万華鏡 長谷川愛莉唯 垂井町立不破中 中1
12 窓際 古田晏寿 大垣市立西中 中2
13 秘める 林　詩世 岐阜市立島中 中2
14 お菓子の世界 若園愛和 神戸町立神戸中 中2
15 心のﾃﾞｻﾞｲﾝ 畑佐愛菜 大垣市立江並中 中2
16 人々の感情 谷口龍誠 郡上市立八幡中 中2
17 Octopus(devilfish) 勝野雄大 池田町立池田中 中2
18 自画像 和田　翔 岐阜市立精華中 中3
19 幸せを掴む 桐山いおり 垂井町立不破中 中3
20 釣り行こう 久保田悠斗 養老町立高田中 中3
21 進化 佐竹祐佳 県立大垣東高 高1
22 憂鬱 藤來美幸 県立大垣東高 高1
23 冬 弓削夏希 県立大垣東高 高2
1 コッケモーモー 永野淳平 岐阜市立長良東小 小2
2 レッサーパンダの父おやと母おや 萩永香澄 養老町立池辺小 小2
3 かえるのがっしょう 廣澤華乃蝶 大垣市立墨俣小 小2
4 世界の平和をねがって 川島姫華 岐阜市立岐阜小 小3
5 ママ！おさんぽ行こうよ！ 橋爪真歩 岐阜市立長良小 小3
6 どんぐりを食べるハムスター 桐山夢望 瑞穂市立生津小 小3
7 ぜ～んぶ１００円自販機 藤井孝文 岐阜市立長森西小 小3
8 ピアノをひくわたし 織田さゆり 岐阜市立長森西小 小3
9 すごくがんばったバスケットボール 今井悠稀 岐阜市立長良小 小4
10 冬のきびしさに生きる狼 川口仁聡 羽島市立福寿小 小4
11 ヒョウ 加藤航大 岐阜市立鏡島小 小4
12 紅葉の木の下で 児玉菜摘 大垣市立安井小 小5
13 思い出いっぱい！５年間の長良小学校 前田瑛太 岐阜市立長良小 小5
14 神秘な森 伊藤祐輝 安八町立結小 小5
15 大空に羽ばたけ！ 草彅航希 各務原市立蘇原第二小 小5
16 ひまわり畑のマロン 高橋悠我 山県市立伊自良南小 小6
17 たくらみ 山田梨乃 大垣市立青墓小 小6
18 楽しい宇宙旅行 國枝莉乃 大垣市立青墓小 小6
19 鳥の楽園 伊藤麻侑里 安八町立結小 小6
20 shining night（輝く夜） 堀　優菜 大垣市立赤坂中 中1
21 やかんと果物 石原ひでき 大垣市立西中 中1
22 青の杯 名和輝将 大垣市立西中 中1
23 仲良しキジ 豊田礼麻 大垣市立西中 中1
24 私の心 鳴海　雛 笠松町立笠松中 中1
25 自由のない人 日置千尋 笠松町立笠松中 中1
26 日本庭園 鷲見菜那香 岐阜市立島中 中1
27 夏は楽しく 石原由理 瑞穂市立巣南中 中1
28 春を待つ 伊藤野乃果 羽島市立中央中 中1

市長賞

議長賞

教育長賞

優秀賞

奨励賞



第38回ジュニア油絵展 入賞者一覧

賞 題名 氏名 学校名 学年
29 夕焼けの空を眺める私 高山夏摘 羽島市立中央中 中1
30 希望 新留亜依 羽島市立中央中 中1
31 幸せ 山田実佑 羽島市立中央中 中1
32 夜空を見つめる私 髙野鈴叶 羽島市立中央中 中1
33 本を読む私 山田舞桜 大垣市立江並中 中1
34 思える私 北島実香 大垣市立江並中 中1
35 考える私 瀬名波公理 大垣市立江並中 中1
36 僕のWorld 畑佐遥哉 大垣市立江並中 中1
37 スタンドアップ 箕浦　遥 大垣市立江並中 中1
38 美術室の夕焼け 菊地彩華 大垣市立江並中 中1
39 鋏 尾崎蓮華 岐阜市立岐阜中央中 中1
40 ご主人様のお帰り 中島里彩 大垣市立北中 中1
41 友情 船場愛美風 大野町立揖東中 中1
42 静物 安藤采奈 岐阜市立東長良中 中1
43 遊鯉 髙木健匠 大垣市立西中 中2
44 檻 竹内恒太 大垣市立西中 中2
45 空を見上げれば 尾関日菜子 笠松町立笠松中 中2
46 空の花 山口瑞月 岐阜市立島中 中2
47 緑 三浦彩花 岐阜市立島中 中2
48 真夏日の鮎の塩焼き 河中優也 神戸町立神戸中 中2
49 少女の夢 中西理子 岐阜大学教育学部附属中 中2
50 空と雲 今津　灯 大垣市立江並中 中2
51 リスの冬支度 大原麻由 大垣市立江並中 中2
52 移りゆく景色 野崎風花 大垣市立江並中 中2
53 放課後の卓球場 春木珠良 大垣市立江並中 中2
54 ♯FRUIT 北島和珠 大垣市立江並中 中2
55 桜舞い散る私の世界 吉田　凜 大垣市立江並中 中2
56 空 多田ここ音 郡上市立白鳥中 中2
57 平和よ！永遠に… 清水綺良々 池田町立池田中 中2
58 こんな小さな命だけど コルキ　ケニア ソーニョデクリアンサ 中2
59 夏の日 田中幸恵 岐阜市立東長良中 中2
60 幽霊寺 岡本紘季 垂井町立不破中 中2
61 ハムスターの大あくび 柏田和哉 垂井町立不破中 中2
62 モネの池 佐藤梨帆 大垣市立南中 中2
63 狼 名和恵美か 大垣市立南中 中2
64 引き出しを開けたら… 浦田莉乃 各務原市立那加中 中2
65 綻び 樋口史茉 各務原市立蘇原中 中2
66 朝日を浴びて 藤井美玖 岐阜市立島中 中3
67 花集め 田中綾乃 大野町立大野中 中3
68 放課後の部室 松浦琴美 大垣市立江並中 中3
69 花 小川莉歩 大垣市立江並中 中3
70 少女の輝く夢をキャンバスに 伊藤千紘 聖マリア女学院中 中3
71 夏 森　結菜 郡上市立八幡中 中3
72 猫と金魚と麦わらと 櫻田香子 郡上市立八幡中 中3
73 ”かけ”私の未来 牛丸綾海 関市立桜ヶ丘中 中3
74 「行ってみたいな」かわいい村と美しい海 松岡ひかり 大野町立大野中 中3
75 ヒエラルキーの頂点 川崎恵里花 各務原市立桜丘中 中3
76 不思議な部屋 鐘ヶ江華蓮 各務原市立桜丘中 中3
77 牛骨のある風景 佐藤真杜 大垣市立北中 中3
78 目にみえる物 高木優希 県立大垣北高 高1
79 視ている 可兒優彩 県立大垣北高 高1
80 文化の均一 河合美弘 聖マリア女学院高 高1
81 森の主 鈴木結子 県立岐阜高 高1
82 Eve 北村文乃 県立大垣東高 高2
83 最後の贈り物 栁瀨　優 県立大垣東高 高2
84 不可能 伊藤綾香 県立大垣養老高 高2
85 夢に向って 馬渕友李 日本福祉大 大2
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