
第34回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果 【幼年・小学生低学年の部】
賞 名前 画題 都道府県

金賞 三室　晶 カラフルな湖 千葉県
銀賞 林　桜優香 幸せな気持ちで見たダム 千葉県
銀賞 中村　彩杏 山の中の電車 茨城県
銅賞 池田　瑛心 ダムのまわりをじてんしゃではしりながら、いろんないきものをみました 広島県
銅賞 山田　芽依 よるのダム 千葉県
銅賞 東　海嘉 水ながれるダム 兵庫県
銅賞 代田　悠人 きれいな水 長野県
銅賞 中山　花音 ネコたちのいるみずうみ 神奈川県
佳作 阿部　希乃歌 うつくしい　しぶき 千葉県
佳作 原田　美景 森の中の大きいダム 千葉県
佳作 塙　恵理香 紅葉の湖 千葉県
佳作 金　ゆな 浜名大橋 静岡県
佳作 松尾　明香里 初夏のガーデンパーク 静岡県
佳作 金沢　凜奈 金色に光るダム 愛知県
佳作 柳澤　この実 ごつごつしたダム 愛知県
佳作 北川　莉帆 虫の世界への架け橋 静岡県
佳作 山崎　陽輝 みどりがいっぱい、おだやかなダム 茨城県
佳作 加藤　紗季 ちょうちょがすんでいるばしょ 神奈川県
入選 薛　理翔 美しいダム 神奈川県
入選 鈴木　美男 石が多いか！ 神奈川県
入選 渡辺　頼仁 大きなカメがいたよ 神奈川県
入選 北村　友理佳 冬のダム 神奈川県
入選 新井　礼子 無題 千葉県
入選 木村　萌衣 無題 千葉県
入選 伊藤　祐嘉 どうぶつととりとさかなとうなぎのらくえん 静岡県
入選 藤田　悠生 大きいみずうみ 静岡県
入選 池田　蒼征 きれいな森とダム 広島県
入選 古矢　青葉 赤い橋と魚たち 千葉県
入選 木村　遥香 カラフルでキレイだね 千葉県
入選 山本　薫花 お花いっぱいのダム 千葉県
入選 林　宸宇 にじダム 千葉県
入選 矢口　和佳 にじのでるまほうのダム 千葉県
入選 渡辺　葵 レースみたいなダム 千葉県
入選 柳　のぞ望 大きなダム 千葉県
入選 井丸　愛結 ダム　きれいだね 千葉県
入選 村松　里香 初夏の柿田川 静岡県
入選 荻野　瑛太 山の中のダム 群馬県
入選 小林　歩碧 にじとダム 愛知県
入選 横地　杏 動物がいっぱいのダム 愛知県
入選 柳楽　万里 工事中のダム 愛知県
入選 鈴木　きこ 夢のダム 愛知県
入選 三石　稀理 山とダム 愛知県
入選 二村　朱音 にじをながめるダム 愛知県
入選 村田　藍那 山の中のダム 愛知県
入選 野崎　彩巴 山の中のダム 愛知県
入選 滝　菜々果 勢いのあるダム 愛知県
入選 羽谷　心遥 にじのかがやくダム 愛知県
入選 木島　愛智 山にかこまれたダム 愛知県
入選 長野　咲良 自然とダム 愛知県
入選 和田　佑太 緑と大きなダム 愛知県
入選 鳥　那日麦 はく力まんてん　黒部ダム 岡山県
入選 堀江　美怜 いきものがいっぱい 千葉県
入選 大部　舞美 森の中の電車 茨城県
入選 福家　要 緑とピンクにそまるダム 香川県
入選 橋本　晃明 碓氷湖の橋 兵庫県
入選 佐藤　日菜 みんなの川 兵庫県
入選 佐藤　友紀 たのしい川 兵庫県
入選 糴川　愛理 森とみずうみ 兵庫県
入選 河原　くるみ きれいなダムにすむどうぶつと鳥たち 神奈川県
入選 細貝　優 ダム湖に写る景色 神奈川県
入選 雨宮　蓮 鳥たちのダム 神奈川県
入選 保田　鼓 ダム湖とトンボ 神奈川県
入選 山崎　実花 フクロウとキツネのいるダム湖 神奈川県
入選 松田　絃花 おさかなのみずうみ 神奈川県
入選 森　歩睦 ダム湖のゆうやけ 神奈川県
入選 大八木　皇空 トンボがとんでいる　サカナが泳いでいる 神奈川県
入選 雨宮　蘭 だむこのなかまたち 神奈川県
入選 小林　大夢 りんごの木のあるみずうみ 神奈川県
入選 龔　俊熹 みずうみと虫たち 神奈川県



第34回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果 【小学生高学年の部】
賞 名前 画題 都道府県

金賞 日達　優理 日の当たる青いダム 千葉県
銀賞 南　朝果 森とダム 愛知県
銀賞 吉田　明 自然豊かなダム 愛知県
銅賞 大崎　永子 森とダム 神奈川県
銅賞 孔　令語 冬のダムと赤い橋 千葉県
銅賞 王　裕馨 数個の山と虹色湖 千葉県
銅賞 佐々木　千寿 初夏のかわせみ湖 静岡県
銅賞 木村　百花 夕焼けのダム 愛知県
佳作 鈴木　希実 橋と湖とツバメ 静岡県
佳作 清水　梨華 明日へつづく夢のつり橋 千葉県
佳作 古谷　千尋 ダム放流中 千葉県
佳作 中野　耀恵 森とダム 愛知県
佳作 小林　蘭 キラキラ光るダム 愛知県
佳作 藤原　大虎 モノクロの世界のダム 愛知県
佳作 長岡　希実 きれいに流れているダム 愛知県
佳作 菅沼　にこ 夕日を見上げるダム 愛知県
佳作 田中　晴琉 春のダム 愛知県
佳作 金村　菜生 さくら色のダム 兵庫県
入選 児玉 雲 ダムと森 神奈川県
入選 鈴木　菜都美 放流するダム 神奈川県
入選 宮原　杏菜 ダムは楽しいね 神奈川県
入選 宮崎　梓 湖にはぐくまれて 静岡県
入選 廣野　悠真 森の中の夢のダム 静岡県
入選 小林　桃子 水が流れるきれいなダム 静岡県
入選 蔵敷　結衣 紅葉とダム 千葉県
入選 小泉　詩絵 晴れの日の鳴子ダム 千葉県
入選 長田　凜 大きなダム 千葉県
入選 徳永　歩弓 放流 千葉県
入選 関戸　咲那 緑とダム 愛知県
入選 横井　心美 にじがかかるダム 愛知県
入選 大塚　晴莉 壮大なダム 愛知県
入選 森川　季子 自然とダム 愛知県
入選 柳澤　いち花 大きな緑とダム 愛知県
入選 長原　琉真 春のまきだにダム 岡山県
入選 山根　佑友 水をきれいにする苫田ダム 岡山県
入選 柿野　ひまり アオサギと川内湖 青森県
入選 足立　鈴華 春が来たダム 兵庫県
入選 有末　一穂 大きなコンクリートのダム 兵庫県
入選 須山　柚葵 新緑のうき島 千葉県
入選 佐藤　貫太 さくらのダムに虹がでた 兵庫県
入選 高田　悠獅 森の中のダム 兵庫県
入選 小林　大毅 すてきな黒部ダム 神奈川県
入選 白井　春望 春のダム 神奈川県
入選 寺司　ひなた 川せみが飛ぶダム湖 神奈川県
入選 霧生　萌夏 黒部ダム 神奈川県
入選 川村　琥白 ダム湖ときれいな魚 神奈川県



第34回「森と湖のある風景画コンクール」審査結果 【中学生・高校生の部】
【中学生・高校生の部】

賞 名前 画題 都道府県
金賞 西田　葵 緑とダム 兵庫県
銀賞 鹿又　藍 一水四見 宮城県
銀賞 西川　直希 黄金に輝く階段 愛知県
銅賞 項　名宇 美しいダム 神奈川県
銅賞 島村　めぐみ 清らかな水 千葉県
銅賞 石原　春花 青 兵庫県
銅賞 和田　琉之介 黒部ダム 兵庫県
銅賞 森山　楓太 Forestized Dam 鹿児島県
佳作 関盛　駿 水色のBar 千葉県
佳作 金子　瑞希 工事中のダム 千葉県
佳作 蓑田　友姫 晴れの日のダム 兵庫県
佳作 森脇　水紅 完成したダム 香川県
佳作 水沼　快 門入の夕日 香川県
佳作 釜野　珠波 夢のはじまり 香川県
佳作 高橋　侑成 ダムの中の水たち 香川県
佳作 今井　芽理 巨大フレームから見る景色 香川県
佳作 三谷　碧衣 春の山たち 香川県
佳作 林　純菜 雨上がりのダム 香川県
入選 上原　麻瑚 水の流れ 愛知県
入選 西岡　知紗 大きなダム 千葉県
入選 田雑　朱音 命育む　ダムの夜 千葉県
入選 坪田　祐 糠平ダム 兵庫県
入選 万壽本　怜那 紅葉とダム 兵庫県
入選 櫛部　穂乃花 黒部ダム 兵庫県
入選 伊藤　萌衣 木々の中で煌めく流水 熊本県
入選 木ノ下　幸芽 森との調和 鹿児島県
入選 堀添　夏希 貯水池と放水 石川県
入選 永田　涼 桜流し 兵庫県
入選 多田　太志 幻想的な紅と虹 兵庫県
入選 小島　朝日 水源 香川県
入選 宮武　佳子 豊かな自然 香川県
入選 廣田　まり香 「小さなダム」 香川県
入選 中村　諒 緑のうるおい 香川県
入選 雪森　さくら 古の湖城とともに 香川県
入選 徳田　梨音 ぼやけた物 香川県
入選 金藤　莉那 私たちへの贈り物 香川県
入選 小比賀　茉央 ダムの新入生 香川県



作品数 都道府県 応募団体名

1 110 愛知県 枇杷島画塾

2 84 香川県 香川県立高松工芸高等学校

3 75 静岡県 絵画教室アトリエコスモス

第34回 団体奨励賞 受賞団体

応募団体総数︓26団体


