
賞 学年 名前 題名

金賞 富山市立 山室小学校 1年 齋藤 茜里 さくらがわ

富山市立 豊田小学校 2年 村井 崇紘 夕やけの神通川

砺波市立 出町小学校 2年 大谷 央莉 緑にかこまれた神通川

富山市立 中央小学校 3年 堀内 舜 すごいぞ いたち川

富山市立 奥田小学校 1年 安国 優希 毎日見る川

富山市立 光陽小学校 1年 野本 哲志 ひこうきとかわ

富山市立 蜷川小学校 1年 礒山 麟太郎 きらきらひかる川

富山市立 杉原小学校 1年 村井 伸太郎 イワナつかみ

富山市立 音川小学校 1年 今井 諒 あめのあとのじんづうがわ

富山市立 山室中部小学校 2年 澤田 優太 はしと川

3年 大成 志織 とるぞ！イワナ

富山市立 藤ノ木小学校 3年 工藤 文音 ながれのいい川

金賞 富山市立 蜷川小学校 5年 田中 麻琴 滝と川

富山市立 古里小学校 4年 中田 美紀 私の家の近くの川

富山市立 山室小学校 5年 野尻 みは奈 松川とセントラム

富山市立 大久保小学校 6年 山口 鈴華 夕方の神通川

富山市立 太田小学校 4年 服部 晃弥 神通川と飛行機

富山市立 中央小学校 4年 冨尾 有希 ふるさとの川

富山市立 八尾小学校 4年 毛利 駿佑 八尾の川風景

富山市立 古里小学校 4年 能澤 淳之介 神通川のいろいろな流れ

富山市立 東部小学校 5年 佐伯 龍飛 鳥も見とれるきれいな川の絵

富山市立 堀川南小学校 5年 早川 美紀 イワナとったよ

6年 土井 蒼真 歴史を伝える松川と桜橋

富山市立 芝園小学校 6年 辻井 賢太郎 夏の松川

神通川 富山河川国道事務所長賞
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賞 学年 名前

1年 堀田 海智
立山町立 利田小学校 1年 森井 祐翔
富山市立 熊野小学校 1年 田村 仁之介
富山市立 光陽小学校 1年 清水 裕翔
富山市立 古里小学校 1年 大間知 駿
射水市立 太閤山小学校 1年 澤橋 菜々子
富山市立 中央小学校 2年 堀内 樂
富山市立 中央小学校 2年 仲井 美玖
富山市立 杉原小学校 2年 長戸 真優
富山市立 杉原小学校 2年 高杉 優理乃
富山市立 鵜坂小学校 2年 出嶋 孝世
富山市立 鵜坂小学校 2年 前野 七海
富山市立 速星小学校 2年 濵野 伶名
富山市立 船峅小学校 2年 西村 康希
富山市立 倉垣小学校 3年 平野 菜摘
富山市立 藤ノ木小学校 3年 川田 圭祐
富山市立 堀川南小学校 3年 小椋 優輝
富山市立 杉原小学校 3年 仲祢 大夢
富山市立 八尾小学校 3年 長谷 友生輝
富山市立 八尾小学校 3年 三浦 凱翔
富山市立 八尾小学校 3年 芦澤 弦武
富山市立 鵜坂小学校 3年 釣谷 優太
富山市立 宮野小学校 3年 谷井 芹凪
高岡市立 定塚小学校 3年 松田 皐佑

4年 橋爪 那早
富山市立 老田小学校 4年 杉山 菜々華
富山市立 熊野小学校 4年 井上 大己
富山市立 倉垣小学校 4年 秋盛 泰怜
富山市立 光陽小学校 4年 佐々木 渓吾
富山市立 芝園小学校 4年 伊藤 健太
富山市立 堀川小学校 4年 竹部 有祐
富山市立 東部小学校 5年 堀 誠治
富山市立 豊田小学校 5年 成田 滉生
富山市立 八幡小学校 5年 川添 彬乃
富山市立 八尾小学校 5年 島 思葉
富山市立 鵜坂小学校 5年 前野 隼汰
富山市立 鵜坂小学校 5年 谷村 竜弥
富山市立 音川小学校 5年 村上 智彦
富山市立 神通碧小学校 5年 藤谷 魅来
富山市立 福沢小学校 5年 真田 拓翔

6年 飛世 真優
6年 永井 聖志郎
6年 丸林 穣

滑川市立 南部小学校 6年 立田 怜奈
富山市立 五福小学校 6年 鍋山 哲史
富山市立 豊田小学校 6年 森 優貴
富山市立 杉原小学校 6年 中川 江理
富山市立 八尾小学校 6年 井波 亜加梨
富山市立 大沢野小学校 6年 田嶋 大暉
富山市立 大沢野小学校 6年 西田 翔
高岡市立 木津小学校 6年 金平 瑞穂
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