
賞 学年 名前 題名

金賞 富山市立 中央小学校 1年 富樫 稔幸 称名滝

富山市立 山室中部小学校 2年 山本 藤也 常願寺川

富山市立 月岡小学校 3年 盛本 哲平 魚をつかまえろ

富山市立 水橋西部小学校 3年 舘山 珠利 はしまつりの花火

上市町立 相ノ木小学校 2年 早瀬 和也 上市の川

立山町立 利田小学校 2年 浦嶋 りほ すずしい川

富山市立 上条小学校 2年 笹林 奏来 水あそび

富山市立 奥田小学校 3年 小泉 颯汰 イワナを２匹もつかまえた！

富山市立 堀川南小学校 3年 湯川 璃子 きれいなじょうがん寺川

富山市立 水橋西部小学校 3年 齊藤 香乃 小見えんていにながれる川

富山市立 四方小学校 3年 蛯谷 礼 てんぼう台から見たじょうがん寺川

射水市立 東明小学校 3年 金三津 歩 山の中の川

金賞 富山市立 藤ノ木小学校 6年 辻 仁奈 常願寺川の夏

富山市立 熊野小学校 4年 藤田 侑樹 ぼくたちのじょうがんじ川

5年 花方 諒 山の中の川遊び

富山市立 中央小学校 5年 中村 明日美 大きな橋の常願寺川

立山町立 利田小学校 4年 前田 力哉 オショウライのむかえ火と花火

上市町立 宮川小学校 5年 山本 寛太 やぐらのある上市川

富山市立 奥田小学校 5年 清水 響 称名滝

富山市立 新庄北小学校 5年 村田 遥人 魚はいるかな？どこかな？

富山市立 針原小学校 5年 清水 聡太 きらきら輝く常願寺川

富山市立 広田小学校 5年 姶良 壮志 常願寺川河口

富山市立 寒江小学校 6年 山本 将史 ふるさとの川

富山市立 新庄小学校 6年 財目 尚弥 きれいな川
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賞 学年 名前

立山町立 立山小学校 1年 佐伯 彩未
富山市立 新庄北小学校 1年 井上 久星
富山市立 八尾小学校 1年 三浦 日那子

富山市立 鵜坂小学校 1年 野崎 瑠奈
舟橋村立 舟橋小学校 2年 和田 喬宏
立山町立 立山北部小学校 2年 松瀬 稜司
富山市立 藤ノ木小学校 2年 伊藤 悠杜
富山市立 山室中部小学校 2年 中川 紫央里
富山市立 大庄小学校 2年 菊川 樹利愛
富山市立 大庄小学校 2年 江尻 俊介

3年 野村 優
滑川市立 寺家小学校 3年 今家 駿輔
滑川市立 田中小学校 3年 小森 万里奈
滑川市立 南部小学校 3年 川岸 美奈
立山町立 立山小学校 3年 落合 遥希
立山町立 立山中央小学校 3年 福田 亜珠実
富山市立 上条小学校 3年 山毛利 心
富山市立 光陽小学校 3年 大浦 紗季
富山市立 針原小学校 3年 渡辺 亜優
富山市立 藤ノ木小学校 3年 若田 悠弥
富山市立 藤ノ木小学校 3年 北川 澄香
富山市立 藤ノ木小学校 3年 田村 采楓
富山市立 堀川小学校 3年 松村 匡純
舟橋村立 舟橋小学校 4年 竹島 徹
上市町立 宮川小学校 4年 山村 美瑚
立山町立 利田小学校 4年 浦嶋 一帆
富山市立 太田小学校 4年 古田 典子
富山市立 豊田小学校 4年 西村 花恋
富山市立 山室小学校 4年 大下 一哉
富山市立 山室小学校 4年 大山 笙吾

5年 高廣 望
舟橋村立 舟橋小学校 5年 吉本 実央
舟橋村立 舟橋小学校 5年 吉川 空夢
立山町立 立山小学校 5年 山﨑 京子
富山市立 上条小学校 5年 山岸 航大
富山市立 月岡小学校 5年 村石 麻衣
富山市立 堀川南小学校 5年 奥野 太介
富山市立 水橋西部小学校 5年 黒田 大天
富山市立 速星小学校 5年 酒井 友輔
立山町立 利田小学校 6年 水野 克哉
富山市立 月岡小学校 6年 張田 亜美
富山市立 針原小学校 6年 上段 直也
富山市立 堀川小学校 6年 藤城 紀香
富山市立 山室小学校 6年 西村 萌
富山市立 山室中部小学校 6年 川合 ニコラス
富山市立 鵜坂小学校 6年 飴井 理彩
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