
賞 学年 名前 題名

金賞 砺波市立 砺波東部小学校 1年 板鼻 夏希 やったー、鮎をつかまえた。

南砺市立 福野小学校 1年 金 延厚 ゆうやけがわ

富山市立 奥田小学校 2年 魚住 悠斗 富山の未来 建設中

射水市立 大門小学校 3年 奥村 海晴 いつもみているしょう川

射水市立 放生津小学校 1年 渋谷 聖奈 さんぽみち

高岡市立 成美小学校 1年 杉村 咲 さかながたくさんいたよ

砺波市立 砺波北部小学校 1年 砂田 佳穂 ながいはし

射水市立 金山小学校 2年 石倉 愛 下条川

射水市立 大門小学校 2年 橋爪 柾貴 神のいる川

砺波市立 鷹栖小学校 2年 小幡 そら 川の色

砺波市立 砺波北部小学校 3年 山本 采奈 あゆがたくさんつれる庄川

砺波市立 砺波北部小学校 3年 吉田 光希 ながれのはやいきれいな川

金賞 氷見市立 上庄小学校 4年 大西 萌 小牧ダム

特別賞 射水市立 放生津小学校 6年 生地 貴博 六渡寺の橋と庄川の鉄橋

富山市立 堀川小学校 4年 武田 夏生 あゆのつかみどり

射水市立 東明小学校 5年 早瀬 友哉 船がうかぶ川

射水市立 放生津小学校 4年 小杉 宥介 川下り

射水市立 堀岡小学校 4年 宝土 結貴 内川の風景

射水市立 太閤山小学校 5年 池田 愛悠 下条川の千本桜

砺波市立 砺波南部小学校 5年 石黒 亜美 庄川合口ダム

砺波市立 砺波北部小学校 5年 近藤 朋未 あゆつかみ

高岡市立 戸出西部小学校 6年 堀井 紅見 これこそ清流！！

高岡市立 野村小学校 6年 江守 奈緒 静かな川

南砺市立 井口小学校 6年 藤井 遥斗 ハゼつり大会！！
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富山市立 芝園小学校 1年 老田 龍樹
射水市立 中太閤山小学校 1年 水上 隼知
射水市立 片口小学校 1年 辻谷 優菜
射水市立 東明小学校 1年 堀 龍之介
高岡市立 太田小学校 1年 中瀬 有紗
高岡市立 木津小学校 1年 渋谷 俊介
高岡市立 西条小学校 1年 立野 潤一
高岡市立 成美小学校 1年 吉田 智哉
高岡市立 千鳥丘小学校 1年 石崎 空都
高岡市立 戸出西部小学校 1年 高山 蓮
高岡市立 野村小学校 1年 オカダ サユリ
高岡市立 野村小学校 1年 田畑 咲稀
射水市立 大門小学校 2年 山﨑 敦喜
高岡市立 太田小学校 2年 浜田 淳史
高岡市立 西条小学校 2年 津田 爽司
高岡市立 成美小学校 2年 角 恭輔
高岡市立 千鳥丘小学校 2年 沢田 元樹
高岡市立 戸出東部小学校 2年 堀井 七海
砺波市立 砺波南部小学校 2年 鈴木 咲瑛
射水市立 金山小学校 3年 水上 宗春
射水市立 大門小学校 3年 北本 光
射水市立 大門小学校 3年 池田 慎之介
高岡市立 木津小学校 3年 伊木 啓晃
砺波市立 出町小学校 3年 荒木 渓史
砺波市立 砺波東部小学校 3年 和泉 暁万
射水市立 小杉小学校 4年 真野 蓮実
射水市立 大門小学校 4年 前馬 ほのか
射水市立 大門小学校 4年 柳沢 稜
射水市立 東明小学校 4年 髙見澤 美菜
南砺市立 福野小学校 4年 北川 大樹
富山市立 山室小学校 5年 恒川 柚月
射水市立 中太閤山小学校 5年 山田 彩加
射水市立 大門小学校 5年 越本 航大
射水市立 大門小学校 5年 東 彩佳
射水市立 大島小学校 5年 加藤 太暉
射水市立 大島小学校 5年 髙野 園子
射水市立 大島小学校 5年 村中 亜門
射水市立 放生津小学校 5年 高岡 佑実
高岡市立 福岡小学校 5年 佐野 良輔
高岡市立 福岡小学校 5年 大野 紗貴
砺波市立 庄川小学校 5年 大浦 彩音
砺波市立 庄川小学校 5年 滝本 力
射水市立 大門小学校 6年 橋爪 志緒里
氷見市立 窪小学校 6年 北﨑 光
高岡市立 古府小学校 6年 蜷川 華乃
高岡市立 戸出東部小学校 6年 加藤 佑弥
高岡市立 戸出東部小学校 6年 堀 祥基
高岡市立 能町小学校 6年 小坂 真生
高岡市立 野村小学校 6年 四津 佑紀奈
南砺市立 上平小学校 6年 小千田 恭輔
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