
学　　年 出品数
市
長
賞

議
長
賞

教
育
長
賞

優秀賞 奨励賞 入　　選 選　　外

小　　１ 12 1 2 9
小　　２ 12 2 10
小　　３ 19 1 3 15
小　　４ 42 1 6 35
小　　５ 31 1 1 4 25
小　　６ 27 1 1 2 4 19
小学校小計 143 1 1 1 6 21 113

中　　１ 147 6 21 120
中　　２ 159 1 6 22 130
中　　３ 76 1 1 3 10 61
中学校小計 382 1 1 1 15 53 311

高　　１ 36 2 5 29
高　　２ 27 1 1 4 21
高　　３ 10 1 0 1 8
大学生ほか 1 1 0
高校・大学小計 74 1 1 1 3 10 58

合　　計 599 3 3 3 24 84 482 0
H29年度実績 599 3 3 3 23 85 482 0

H28年度実績 635 3 3 3 25 87 514 0

H27年度実績 633 3 3 3 25 87 512 0

H26年度実績 554 3 3 3 21 76 448 0

H25年度実績 619 3 3 3 25 86 424 0

H24年度実績 593 3 3 3 23 80 481 0

平成30年度　「第39回　ジュニア油絵展」
出品数と入賞数（結果）

審査日：平成31年2月3日(日)

市長賞・議長賞・教育長賞＝小中高校生各1名、優秀賞＝全体の4％程度、奨励賞＝全体の14％程度



第39回　ジュニア油絵展　入賞者一覧

賞 題名 氏名 学校名 学年

1 虹色の海へようこそ！ 草彅航希 各務原市立蘇原第二小 小6

2
輝く未来を想う
～アンネ・フランクの日々～

清水綺良々 池田町立池田中 中3

3 警告 藤來美幸 県立大垣東高 高2

1 箱をあけてみたら 児玉菜摘 大垣市立安井小 小6

2 自画像 林　詩世 岐阜市立島中 中3

3 ももももも 大野菜々子 県立岐南工業高 高3

1 羽化の輝き 山田直寛 岐阜市立長良小 小5

2 ブレックファスト 都竹峯花 岐阜市立三輪中 中2

3 In my blood セガラ 高橋太一 エンリケ

1 空を飛ぶトンボ 伊藤聡汰 土岐市立下石小 小1

2 マダガスカルの生き物 江﨑　悠 大垣市立小野小 小3

3 楽しいジャングル 栁瀨太紀 大垣市立赤坂小 小4

4 幻想的な生き物 国定　柔 岐阜聖徳大学附属小 小5

5 阿修羅像 原田翔真 岐阜市立鶉小 小6

6 重なる歴史 松本彩花 大垣市立安井小 小6

7 Mｙ Best of the World 和泉侑希 大垣市立江並中 中１

8 本の世界に入った僕 木村涼翔 大垣市立江並中 中１

9 上の空の自分 渡辺真唯 大垣市立江並中 中１

10 着彩する私 河合舞葉 大垣市立江並中 中１

11 金魚の夢 武藤研多 各務原市立桜丘中 中1

12 わたし　 深尾心乃 羽島市立中央中 中1

13 にんじんだらけの玄関先 田村のどか 聖マリア女学院中 中2

14 秘密基地 北島実香 大垣市立江並中 中2

15 愛しき弟 三島愛結 大垣市立江並中 中2

16 哀史 上野紗良 岐阜市立岐北中 中2

17 秋の味覚 髙野鈴叶 羽島市立中央中 中2

18 不安定 日置千尋 笠松町立笠松中 中2

19 美術室の雨 畑佐愛菜 大垣市立江並中 中3

20 我らが教室 鬼頭由衣 岐阜市立青山中 中3

21 囚われ 勝野雄大 池田町立池田中 中3

22 帰りの電車間 久保田悠斗 岐阜工業高等専門 高1

23 蘇生 大橋那々佳 県立大垣東高 高1

24 顔寿 佐竹祐佳 県立大垣東高 高2

1 しば犬のさんぽ 佐藤蒼莉 瑞穂市立南小 小1

2 海のともだち 前田颯太 岐阜市立長良小 小1

3 ふうせんと私 安田結友 大垣市立北小 小2

4 見つけたぞ！ほう石 山下眞史 岐阜市立長良小 小2

5 花いっぱい 棚橋　葵 岐阜市立長良東小 小3

6 もこもこくも 廣澤華乃蝶 大垣市立墨俣小 小3

市長賞

議長賞

教育長賞

優秀賞

奨励賞



第39回　ジュニア油絵展　入賞者一覧

賞 題名 氏名 学校名 学年

7 海ガメの旅 今井遥稀 岐阜市立長良小 小3

8 色のかざり物 岩田　渉 大垣市立小野小 小4

9 カルタ大会 國枝舞帆 大垣市立青墓小 小4

10 ぼくの相ぼう 藤井孝文 岐阜市立長森西小 小4

11 森のパーティー 草彅　杏 各務原市立蘇原第二小 小4

12 メルヘン兎ランド 丸目　茜 各務原市立尾崎小 小4

13 食いしん坊のキリン 西田矩健 大垣市立北小 小4

14 夜明けの森 渡邊智紀 岐阜市立長良西小 小5

15 縄文杉 藤井基生 各務原市立蘇原第二小 小5

16 大自然にすむブッポウソウ 牧村遙人 瑞穂市立牛牧小 小5

17 思い出つまった校舎 山口日向 岐阜市立長良小 小5

18 むしがいっぱい 清水悠加 大垣市立北小 小6

19 沖縄の民家・琉球建築 伊藤祐輝 安八町立結小 小6

20 海の仲間たち 山田莉紗 瑞穂市立穂積小 小6

21 圧倒された東大寺 後藤快良 岐阜市立長良小 小6

22 窓ぎわの猫 高橋悠我 山県市立伊自良中 中1

23 突破 山田梨乃 大垣市立赤坂中 中1

24 赤い橋 栗原バネッサ マユミ 大垣市立西中 中1

25 夜祭へ 澤井唯菜 各務原市立鵜沼中 中1

26 第二美術室にて 松本唯愛 岐阜市立藍川中 中１

27 チェックのテーブルクロス 渡邉和弥 岐阜市立藍川中 中１

28 作業の後 野田真実子 岐阜市立藍川中 中１

29 本読む私 今津采音 大垣市立江並中 中１

30 ラーメンをすする 稲葉ひかり 神戸町立神戸中 中１

31 私の好きなもの 𠮷田美結 神戸町立神戸中 中１

32 花瓶 浅野明日花 組合立東安中 中１

33 ３つのだんご 木村来愛 養老町立東部中 中１

34 牡丹とエゾクロユリ 坂井玲南 岐阜市立陽南中 中1

35 絶滅世界 瀧澤満里奈 瑞穂市立巣南中 中１

36 ものたち 篠田彩花 瑞穂市立巣南中 中１

37 朝の空と大きな木 長尾成子 岐阜大学教育学部附属中 中１

38 楽しいすべり台 藤井真椰 岐阜市立長森中 中１

39 はばたく蝶 可児修司 岐阜市立梅林中 中１

40 私 永田星華 羽島市立中央中 中1

41 前を向く私 長屋美紅 羽島市立中央中 中1

42 tea time 春日井美麗 垂井町立不破中 中１

43 将来乗りたい車 小林来夢 岐阜市立島中 中2

44 太陽 川合乃愛 大垣市立江並中 中2

45 静かな夜 瀬名波公理 大垣市立江並中 中2

46 朝焼け 山田舞桜 大垣市立江並中 中2

奨励賞



第39回　ジュニア油絵展　入賞者一覧

賞 題名 氏名 学校名 学年

47 美しく 九野優月 岐阜市立三輪中 中2

48 春 小椋遥香 神戸町立神戸中 中2

49 日常 島田愛梨 組合立東安中 中2

50 今は美しい 西山沙良 組合立東安中 中2

51 無題 豊田雅優 組合立東安中 中2

52 海月少女 黒岩天音 大垣市立南中 中2

53 OuT ART RooM 髙嶋淳史 岐阜市立岐阜中央中 中2

54 自分 長井あおば 岐阜市立陽南中 中2

55 希望 愛知後裕子 岐阜市立陽南中 中2

56 燦燦 西川凜乃香 瑞穂市立巣南中 中2

57 古い果物 髙橋凛子 瑞穂市立巣南中 中2

58 ALIYA 堀　有夢那 組合立東安中 中2

59 私のPower Spot 小森妃菜 岐阜市立長良中 中2

60 空と太陽 福井亜紀奈 羽島市立中央中 中2

61 都 山田実佑 羽島市立中央中 中2

62 新命 髙木百菜 羽島市立中央中 中2

63 惨憺 鷲見陽菜 笠松町立笠松中 中2

64 絵の具 渡邊彩夏 垂井町立不破中 中2

65 多面体の構成 龍田歩奈 岐阜市立藍川中 中3

66 君の世界 植田百華 岐阜市立島中 中3

67 自分自身をみつめて 関谷有莉 岐阜市立島中 中3

68 月に思ひを 北島和珠 大垣市立江並中 中3

69 友のいるテニスコート 春木珠良 大垣市立江並中 中3

70 蒼の街 土田綾音 岐阜市立三輪中 中3

71 モノトーン 三島柚月 郡上市立白鳥中 中3

72 薔薇 竹下菜月 郡上市立白鳥中 中3

73 その視線の先に 子安希実 垂井町立不破中 中3

74 221b Baker St. 西脇嵩人 垂井町立不破中 中3

75 共生 安藤こと葉 県立農林高 高1

76 わたし 牛丸綾海 県立岐阜城北高 高1

77 花 佐藤眸向 岐阜聖徳学園高 高1

78 束の間の静寂 髙間有紗 県立大垣東高 高1

79 友達 追着あゆみ 県立大垣北高 高1

80 囚われの者 岡本　萌 県立大垣東高 高2

81 空間変異 可兒優彩 県立大垣北高 高2

82 ビルヂング 髙木優希 県立大垣北高 高2

83 美術室のお地蔵さん 宮本雪希 県立不破高 高2

84 箱男 東　龍太 県立大垣養老高 高3

奨励賞


