
賞 学年 名前 題名

金賞 滑川市立 田中小学校 2年 岩崎 江右 ざりがにつり

黒部市立 三日市小学校 3年 永原 みさき 布施川であゆをつかんだよ

魚津市立 片貝小学校 3年 尾谷 明日紀 きれいな片貝川

魚津市立 経田小学校 3年 油本 圭市 片貝川のふうけい

黒部市立 田家小学校 1年 西村 旺介 さかなつかみ

高岡市立 西条小学校 1年 栗山 滉平 黒部川と万年雪と橋を渡るトロッコ電車

魚津市立 村木小学校 2年 岩田 青 魚の気持ち

魚津市立 村木小学校 2年 森岡 愛友 とうろう流し

入善町立 桃李小学校 3年 野田 智明 光るほたる

入善町立 入善小学校 3年 大島 実侑 自然にかこまれた黒部川

富山市立 東部小学校 3年 此川 みのり 黒部川にかかった愛本橋

富山市立 鵜坂小学校 3年 新酒 凜太郎 黒部川の流れ

金賞 富山市立 太田小学校 4年 新井 希来理 おばあちゃんちの近くの川

入善町立 黒東小学校 4年 鬼原 渉 川

富山市立 新庄小学校 4年 由井 里沙 川遊び

入善町立 上青小学校 6年 大床 朱子 風景に合う川

滑川市立 寺家小学校 4年 浮田 春菜 ビックリした魚

滑川市立 東部小学校 4年 梨木 風我 中川のきれいな水

入善町立 入善小学校 5年 青木 百々子 しずかにながれる自然の川

富山市立 新庄小学校 5年 作内 友哉 日本一大きいダム

富山市立 新庄小学校 5年 吉田 侑香 宇奈月ダム

入善町立 飯野小学校 6年 倉田 隼 富山湾に流れ込む黒部川

入善町立 桃李小学校 6年 君島 ありさ 黒部峡谷

射水市立 歌の森小学校 6年 前花 周太 きれいにかがやく宇奈月ダム
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入善町立 桃李小学校 1年 野田 正智 おさかなとれたよ！

黒部市立 東布施小学校 1年 山田 彩寧 ニブ流し

魚津市立 大町小学校 1年 濵波 みさき きれいな水がながれているよ

魚津市立 松倉小学校 1年 左近 一眞 ぼくの家のそばをながれる角川

富山市立 新庄小学校 1年 岡田 愛結 くろべこ

朝日町立 さみさと小学校 2年 加藤 拓水 さかなとり

入善町立 ひばり野小学校 2年 若林 拓海 魚も元気なうつくしい川

黒部市立 荻生小学校 2年 鳥切 南美 わたしのまちのくろべ川

滑川市立 田中小学校 2年 作道 美優 きれいな夏の川

滑川市立 田中小学校 2年 井本 理久哉 しらさぎがいる川

滑川市立 東部小学校 2年 大家庄 美月 鮎釣りするおじさん

氷見市立 上庄小学校 2年 大西 萌 きれいな川

入善町立 飯野小学校 3年 廣田 麗幸 花火がうつった黒部川

入善町立 上青小学校 3年 坂東 瑚規 さかながいっぱい

黒部市立 荻生小学校 3年 荒川 愛里 田んぼにひつような川の水

魚津市立 片貝小学校 3年 寺﨑 安佳李 ほたるがいっぱい親子川

魚津市立 吉島小学校 3年 澤田 智尋 大雨のあとのりゅう木あつめ

滑川市立 東部小学校 3年 表 真由 かがやく川

滑川市立 東部小学校 3年 川原 菜那 早月川のしりゅう

上市町立 上市中央小学校 3年 山下 凌太郎 すきとおったきれいな水だよ

朝日町立 さみさと小学校 4年 下澤 大雅 あゆつりと小川の自然

黒部市立 前沢小学校 4年 松井 建樹 川の仲間たち

富山市立 西田地方小学校 4年 稲垣 崇弘 つりを楽しもう！

高岡市立 戸出東部小学校 4年 竹田 尋 ダムの放水

5年 長嵜 雄太 剣岳を望む馬場島

入善町立 飯野小学校 5年 竹島 徹 川でうなぎをとった。

入善町立 桃李小学校 5年 魚谷 世那 愛本橋と黒部川

黒部市立 荻生小学校 5年 長島 朱里 I LOVE 黒部峡谷

黒部市立 村椿小学校 5年 池村 葵 夕暮れの黒部川

魚津市立 道下小学校 5年 笠間 陽南子 せせらぎが美しい片貝川

滑川市立 田中小学校 5年 小森 奈々 電車が走る早月川

富山市立 古沢小学校 5年 入部 真帆 橋から見た吉田川

入善町立 桃李小学校 6年 根建 夏来 山奥の境川

黒部市立 生地小学校 6年 畠山 朋見 黒部川と宇奈月温泉

黒部市立 中央小学校 6年 寺崎 陽香 雄大な黒部川

黒部市立 村椿小学校 6年 木村 奈津美 夏の終わりの黒部川

魚津市立 吉島小学校 6年 笹木 颯一郎 黒部頭首工

滑川市立 田中小学校 6年 井本 安里紗 しらさぎの川

滑川市立 東部小学校 6年 林 音乃加 夏の川

高岡市立 戸出東部小学校 6年 竹田 理沙 ダムの放水

黒部川 黒部河川事務所長賞
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