
庄川　上流 国土交通省　利賀ダム工事事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

金賞 砺波市立砺波北部小学校 ２年 西嶋　大樹 楽しい庄川

銀賞
砺波市立庄川小学校 ２年 山森　咲苗 元気なダム

南砺市立井波小学校 ３年 田野口　葵 大牧から船が来たよ

低
南砺市立利賀小学校 ２年 米澤　晏生 楽しい川あそび

学
銅賞 砺波市立庄川小学校 ２年 川島　奈々 魚がいる　きれいな川

年
砺波市立庄南小学校 ２年 黒田　俊斗 庄川のダム

の
砺波市立庄南小学校 ２年 淸原　一貴 きれいな水とダム

部
砺波市立鷹栖小学校 ３年 石﨑　友英 きれいな庄川

砺波市立砺波東部小学校 ３年 杉原　侑剛 流れ行く庄川

砺波市立砺波南部小学校 ２年 新谷　慶 しずかな川

砺波市立砺波北部小学校 １年 舘　杏佳 かわあそび

南砺市立利賀小学校 １年 金光　こころ たのしいさかなとり

金賞 砺波市立出町小学校 ６年 渡邉　滉一朗 夏の庄川ダム

銀賞 高岡市立下関小学校 ６年 冨田　愛帆 水車のある川

砺波市立砺波北部小学校 ６年 坪田　歩 庄川の近くでサッカーをしているぼくたち

高
南砺市立利賀小学校 ６年 笹川　美保 激しく流れる川

学
銅賞 富山市立月岡小学校 ４年 山下　百合恵 岩魚のつかみどりをしたよ！

年
富山市立水橋中部小学校 ５年 尾嶋　真帆 あきらめるな！！

の
射水市立塚原小学校 ５年 北野　光祐 楽しい川遊び

部
高岡市立戸出西部小学校 ４年 原野　杏華 すずしさをもとめる鳥

砺波市立庄川小学校 ４年 瀧本　珠璃 合口ダム

砺波市立庄東小学校 ５年 三箇　莉加 庄東の川

砺波市立砺波東部小学校 ４年 今堀　美里 しぜんの中の庄川

小矢部市立石動小学校 ５年 福田　侑香 船の通る川



庄川　上流 国土交通省　利賀ダム工事事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

佳作 射水市立放生津小学校 3年 濵野　覚生 岩魚をつかまえました

射水市立小杉小学校 1年 筒口　美佳 お兄ちゃんと川遊び

射水市立大門小学校 3年 荒屋　健太 庄川合口ダム

高岡市立福岡小学校 3年 吉井　淳哉 水がきれいな百せ川

砺波市立庄川小学校 1年 野原　海斗 はらはら　どきどき　かわくだり

砺波市立庄川小学校 2年 齋藤　宏樹 ふなとダム

砺波市立庄川小学校 3年 坂本　葵 おがみばし

低 砺波市立庄東小学校 3年 斉藤　瑞穂 お魚とったー！

学 砺波市立出町小学校 3年 清原　万智 いつまでもきれいな川

年 砺波市立砺波東部小学校 1年 佐伯　航大 きれいだな

の 南砺市立上平小学校 2年 村瀬　隆児 つり大会

部 南砺市立利賀小学校 2年 久保　光太郎 魚つり

南砺市立利賀小学校 2年 木田　創大 どんどんとっていこう

南砺市立福野小学校 2年 蓑口　阿寿茄 庄川のダム

南砺市立福野小学校 3年 浜松　京 楽しい魚つり

南砺市立福野小学校 3年 上田　祥太郎 庄川用水合口ダム

南砺市立福光中部小学校 2年 山田　浩輔 がんばったね！とがダムウォーターズ

南砺市立福光中部小学校 3年 水口　涼太 川の中でつりをしている人

南砺市立福光中部小学校 3年 波多　竜司 アユが上るダム

小矢部市立津沢小学校 2年 山室　仁司 はくりょくあるしょう川ダム

佳作 富山市立奥田北小学校 5年 畠山　悠月 しょう川の風景

富山市立八幡小学校 4年 古野　滉大 イワナのつかみどり

射水市立小杉小学校 4年 筒口　裕基 きれいだな庄川の流れ

高岡市立野村小学校 5年 折橋　健太 庄川

高岡市立福岡小学校 4年 髙嶋　秋絵 ダムのある川

砺波市立庄川小学校 5年 山上　登夢 男の戦い

砺波市立庄川小学校 5年 高川　航平 川って楽しいな

高 砺波市立鷹栖小学校 5年 東　美紀 古上野のどんど

学 砺波市立出町小学校 4年 河合　紘奈 きれいなしょう川

年 砺波市立出町小学校 6年 上田　莉子 夕日に光る庄川

の 砺波市立出町小学校 6年 向山　潤 涼しげな川

部 砺波市立砺波東部小学校 4年 相良　大樹 暑い夏の庄川

砺波市立砺波南部小学校 6年 水野　凌 雄神橋と庄川

砺波市立砺波北部小学校 4年 山本　奈生 きれいな利賀川

砺波市立砺波北部小学校 4年 田子　りえこ 作りかけの橋とあみで魚を取っている人

砺波市立砺波北部小学校 5年 影近　大地 波が出きている川

南砺市立利賀小学校 4年 久保　優希 みんなで川あそび

南砺市立福野小学校 5年 野村　典誠 大井川

南砺市立福光東部小学校 5年 柴田　尚暁 白川郷の夏

富山大学人間発達科学部附属小学校 4年 磯﨑　眞志 川で魚とり



庄川　下流 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

金賞 富山大学人間発達科学部附属小学校 ３年 緑がいっぱいの庄川

銀賞
高岡市立下関小学校 ３年 仲谷　りくり きらきらひかる内川

高岡市立千鳥丘小学校 ２年 中田　浩暉 ザリガニ・メダカつり

低
高岡市立野村小学校 ３年 江守　奈緒 ステンドグラスの橋がかかる川

学
銅賞 富山市立朝日小学校 ３年 中瀬　康平 高岡大橋河川しきで遊んだ時

年
射水市立小杉小学校 ２年 山岸　亜未 庄川と花火

の
射水市立大門小学校 １年 中村　和樺 しょう川でおはなつみ

部
射水市立大門小学校 ２年 増山　雄一 鴨川の藻刈り

射水市立大門小学校 ２年 池田　淳一郎 ザリガニいっぱい

射水市立大門小学校 ３年 廣田　萌香 気持ちがいい水

高岡市立野村小学校 ２年 堺井　梨緒 庄川の夏

高岡市立平米小学校 ３年 川原　聖茂 鳥がいる庄川

金賞 射水市立大門小学校 ４年 橋本　柊野 ぼくたち水生生物調査隊！

銀賞 射水市立大門小学校 ５年 南　結友 未来の橋をくぐる川

射水市立片口小学校 ６年 中野　夏帆 片口から見る下条川

高
射水市立放生津小学校 ６年 高岡　展広 電車が通る庄川

学
銅賞 射水市立東明小学校 ４年 竹内　拓哉 屋根のある橋

年
高岡市立古府小学校 ６年 小野　明歩 夏の景色

の
高岡市立下関小学校 ４年 中村　祐輝 庄川のつり人

部
高岡市立下関小学校 ６年 桑名　李沙 庄川の浅瀬

高岡市立成美小学校 ６年 吉田　百花 赤い鉄橋

高岡市立能町小学校 ６年 村井　夢菜 東橋の見える内川

高岡市立野村小学校 ５年 村中　識顕 つりをする人

富山大学人間発達科学部附属小学校 ５年 五十嵐　滉平 東橋から見た内川



庄川　下流 国土交通省　富山河川国道事務所長賞

賞 学校名 学年 氏名 題名

佳作 富山市立老田小学校 2年 浅野　柚香 庄川の土手で

富山市立呉羽小学校 2年 藤永　一輝 きれいな川

射水市立小杉小学校 3年 浅野　菜々美 きれいなサクラのはし

射水市立小杉小学校 3年 柴田　友弥 花見橋と千本ざくら下じょう川

射水市立太閤山小学校 3年 山本　龍太郎 庄川

射水市立大門小学校 2年 渡辺　季杏 お兄ちゃんと川へ行った日

射水市立大門小学校 3年 田中　遥香 山のみえる川

低 射水市立大門小学校 3年 澤橋　郁人 家族で川遊び

学 射水市立大門小学校 3年 長原　蓮 ザーザーながれる川

年 射水市立片口小学校 3年 小林　将大 川

の 射水市立放生津小学校 1年 池田　ひなた あかい橋のある川

部 射水市立放生津小学校 1年 重原　将輝 にのまるばしとうちかわのふね

射水市立放生津小学校 1年 鶴田　直樹 あずまばしのふうけい

射水市立放生津小学校 2年 伊藤　大智 きれいな川

高岡市立国吉小学校 3年 関澤　京夏 魚がはねるきれいな川

高岡市立下関小学校 2年 島倉　伊世 キレイな夕日と川

高岡市立戸出西部小学校 2年 寺口　和樹 ぼくもしてみたい庄川の魚釣り

高岡市立中田小学校 3年 殿谷　香奈 山の見える庄川

高岡市立南条小学校 1年 関　睦人 川で遊んだよ

高岡市立野村小学校 1年 金場　史歩 だいすきな川

佳作 射水市立歌の森小学校 5年 三井　惇央 川の絵

射水市立大門小学校 4年 越本　帆風 しぜんと川

射水市立作道小学校 6年 立野　宏和 東橋から見た内川

射水市立作道小学校 6年 川端　智也 ボートが並ぶ二の丸橋

射水市立放生津小学校 4年 竹内　遼平 はくりょくまんてん川くだり

射水市立放生津小学校 4年 縄井　彩月 万葉線と庄川

氷見市立比美乃江小学校 5年 古田　和也 庄川で魚釣り

高 氷見市立宮田小学校 6年 寺脇　拓人 魚といっしょに泳いだよ

学 高岡市立木津小学校 4年 松本　実紗 内川を散歩する私と犬

年 高岡市立古府小学校 4年 村岡　佑輔 緑がいっぱい庄川

の 高岡市立古府小学校 5年 大川　莉奈 川遊び

部 高岡市立下関小学校 5年 島倉　千佳 川と橋

高岡市立下関小学校 5年 杉本　紹眞 庄川で泳ぐ鮎

高岡市立定塚小学校 6年 金森　由起子 大好き庄川！

高岡市立野村小学校 4年 三上　彩花 私の町の川

高岡市立伏木小学校 5年 高有　碧依 きれいな庄川

高岡市立牧野小学校 4年 福山　暁音 万葉線のとおる川

高岡市立牧野小学校 5年 旅家　美晴 つったぞ！

小矢部市立大谷小学校 6年 上田　陽子 清流

富山大学人間発達科学部附属小学校 5年 布一　友佳 屋根のある橋がある川（東橋）




