
賞 学年 名前 題名

金賞 朝日町立 さみさと小学校 3年 水島 俊胤 黒部川で魚のつかみどり

入善町立 黒東小学校 1年 澤飯 悠那 黒部川

入善町立 入善小学校 1年 米原 隆人 きれいな黒部川

黒部市立 田家小学校 1年 鈴木 奏海 はなびがきれいだな

入善町立 飯野小学校 1年 南保 妃菜 魚がいっぱい

黒部市立 村椿小学校 1年 新木 葉菜 よしだがわ いかだくだり

黒部市立 村椿小学校 1年 大上戸 琴織 よしだがわ いかだくだり

黒部市立 田家小学校 2年 田村 聡信 大ものがかかったぞ

富山市立 堀川南小学校 2年 荒川 紗有 きれいな山の川

富山市立 杉原小学校 2年 村山 怜央 夏の川

入善町立 入善小学校 3年 南保 優 きれいな黒部川

富山市立 月岡小学校 3年 堀川 太陽 黒部ダム

金賞 黒部市立 田家小学校 6年 紙谷 実果 宇奈月の想出の風景

入善町立 桃李小学校 4年 君島 健太 はくりょくある黒部ダム

6年 熊野 良亮 黒部川の水防ブロック

入善町立 上青小学校 6年 流 千里 きれいな水の黒部川

黒部市立 若栗小学校 4年 名越 圭祐 夏の黒部川

富山市立 中央小学校 4年 近藤 さくら きれいな川

5年 長井 洪輝 ふるさとの川

魚津市立 片貝小学校 5年 澤﨑 愛菜 涼しそうな片貝川

魚津市立 本江小学校 5年 廣田 隆良 片貝川円筒分水そう

魚津市立 松倉小学校 5年 黒崎 孝哉 きれいな角川

朝日町立 さみさと小学校 6年 下澤 大雅 小川と北陸本線

富山市立 山室中部小学校 6年 髙木 真夢 山と川

黒部川
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賞 学年 名前

朝日町立 さみさと小学校 1年 前川 群
魚津市立 吉島小学校 1年 保要 泰秀
魚津市立 経田小学校 1年 廣瀬 帰蝶
魚津市立 住吉小学校 1年 八倉巻 徹平
滑川市立 東部小学校 1年 小倉 明莉
富山市立 蜷川小学校 1年 若林 厚志

2年 竹内 愛
朝日町立 五箇庄小学校 2年 谷口 ひかり
黒部市立 中央小学校 2年 青木 美優
魚津市立 片貝小学校 2年 平野 一颯
魚津市立 吉島小学校 2年 畠田 凌
魚津市立 本江小学校 2年 坪井 かなみ
魚津市立 本江小学校 2年 椎名 蒼
立山町立 立山中央小学校 2年 三松 涼平
立山町立 利田小学校 2年 大野 陽衣
富山市立 呉羽小学校 2年 大谷 篤郎
朝日町立 五箇庄小学校 3年 清水 葵生
朝日町立 さみさと小学校 3年 河村 楽
朝日町立 さみさと小学校 3年 平野 加菜
黒部市立 村椿小学校 3年 開 みさき
魚津市立 吉島小学校 3年 山田 杏華
魚津市立 本江小学校 3年 新夕 大翔
滑川市立 南部小学校 3年 平島 亜純
富山市立 豊田小学校 3年 井澤 夢乃
富山市立 中央小学校 3年 岩崎 恵
朝日町立 さみさと小学校 4年 石原 瑞貴
入善町立 黒東小学校 4年 林 希良里
入善町立 ひばり野小学校 4年 牧野 拓哉
黒部市立 中央小学校 4年 中村 樹
黒部市立 東布施小学校 4年 丸田 望夢
魚津市立 片貝小学校 4年 岩寺 春花
魚津市立 経田小学校 4年 黒坂 涼
魚津市立 住吉小学校 4年 金川 弘陽
魚津市立 住吉小学校 4年 石橋 航太
魚津市立 本江小学校 4年 元野 里音
魚津市立 松倉小学校 4年 政二 俊貴
魚津市立 道下小学校 4年 松田 将希
魚津市立 道下小学校 4年 田村 茉依
富山市立 芝園小学校 4年 櫻田 祐太
入善町立 飯野小学校 5年 廣田 麗幸
入善町立 上青小学校 5年 松平 渉
入善町立 桃李小学校 5年 池原 北斗
入善町立 入善小学校 5年 田中 里佳
滑川市立 東部小学校 5年 細田 菜々子
高岡市立 川原小学校 5年 堀井 晴斗
入善町立 飯野小学校 6年 朴木 傑
入善町立 桃李小学校 6年 大田 輝
入善町立 桃李小学校 6年 亀田 和加
入善町立 入善小学校 6年 上田 成将
入善町立 入善小学校 6年 稲毛 美果
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