
賞 学年 名前 題名

金賞 高岡市立 南条小学校 3年 橘 優花 魚つり

特別賞 南砺市立 福野小学校 1年 城方 もえ きれいなとががわ

砺波市立 砺波南部小学校 2年 北島 聖也 お父さんと庄川でアユ釣り

砺波市立 庄川小学校 3年 大伴 一志 ラフティング

1年 大成 志織 いわなつかみ

射水市立 太閤山小学校 1年 本林 來桃 橋の上から見た庄川

高岡市立 中田小学校 1年 平野 初華 ひかりにかこまれて

高岡市立 二塚小学校 1年 林 美希 しょうがわ

射水市立 大門小学校 3年 角谷 崚太 早くのりたいな新幹線

射水市立 下村小学校 3年 関原 彩乃 夏の川

氷見市立 速川小学校 3年 大橋 菜々子 両手でつかまえた

高岡市立 中田小学校 3年 岡本 紗和 美しい庄川

金賞 高岡市立 定塚小学校 5年 常川 真裕 大雨の後のダム

高岡市立 牧野小学校 4年 津幡 あゆみ 内川風景

射水市立 大門小学校 6年 星野 淳也 庄川のあたらしい橋

高岡市立 能町小学校 6年 橋本 青人 大門大橋と庄川

射水市立 東明小学校 4年 竹内 尚登 川の駅から見える風景

高岡市立 定塚小学校 4年 角納 史剛 和田川用水大戸水門

高岡市立 戸出東部小学校 5年 伏江 真彩 庄川の風景

高岡市立 中田小学校 5年 長森 裕太 夕焼けの水管橋

射水市立 小杉小学校 6年 筒口 裕基 清流と未来へのかけ橋

射水市立 大門小学校 6年 堀 詩織 なつかしいホタルの川

高岡市立 成美小学校 6年 服部 芽衣 庄川

高岡市立 横田小学校 6年 岩上 泰士 庄川を渡るアイトラム
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賞 学年 名前

富山市立 中央小学校 1年 高柳 和宗

射水市立 大島小学校 1年 境 柚希

射水市立 作道小学校 1年 向井 陽菜

高岡市立 野村小学校 1年 柿田 実里

高岡市立 野村小学校 1年 宮田 莉子

砺波市立 砺波東部小学校 1年 寺島 大智

富山市立 八尾小学校 2年 平井 颯太

高岡市立 下関小学校 2年 中澤 花菜

高岡市立 下関小学校 2年 高安 麗

砺波市立 庄南小学校 2年 山田 弥芳

砺波市立 庄南小学校 2年 堂田 琉人

砺波市立 出町小学校 2年 高畠 誠也

砺波市立 砺波南部小学校 2年 松井 涼

小矢部市立 石動小学校 2年 蓮谷 康太朗

高岡市立 西条小学校 3年 材木 克成

高岡市立 戸出東部小学校 3年 大島 遥汰

高岡市立 戸出東部小学校 3年 今津 鈴花

砺波市立 出町小学校 3年 滋野 康宏

砺波市立 出町小学校 3年 舘 良成

南砺市立 福野小学校 3年 今村 尚誠

入善町立 黒東小学校 4年 鍋島 彩花

射水市立 小杉小学校 4年 田中 諒太郎

射水市立 大門小学校 4年 木下 拳大

射水市立 大門小学校 4年 岡﨑 優太

射水市立 大門小学校 4年 高橋 美優

射水市立 大門小学校 4年 松田 茉歩

高岡市立 二塚小学校 4年 前原 海大

南砺市立 利賀小学校 4年 川尻 いずみ

5年 新田 燿

富山市立 西田地方小学校 5年 家城 操

富山市立 針原小学校 5年 門嶋 陸

射水市立 大島小学校 5年 副田 美功

高岡市立 野村小学校 5年 坂林 優太郎

砺波市立 鷹栖小学校 5年 角田 干奈

射水市立 大門小学校 6年 稗田 龍

射水市立 下村小学校 6年 島田 唯可

氷見市立 比美乃江小学校 6年 伏木 結晶乃

砺波市立 庄川小学校 6年 上野 優理

砺波市立 砺波東部小学校 6年 奥山 真帆

小矢部市立 石動小学校 6年 高熊 航平
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