
賞 学年 名前 題名

金賞 南砺市立 福光中部小学校 3年 山田 彩聖 川でいわなつかみをしたよ

特別賞 砺波市立 砺波南部小学校 1年 北島 聖也 お父さんとだいすきなさかなつり

射水市立 太閤山小学校 3年 高松 凜 新幹線の線路はもうすぐできるかな？

砺波市立 砺波北部小学校 3年 西嶋 大樹 大雨のあと

射水市立 太閤山小学校 1年 長濱 丈流 近くの川

射水市立 小杉小学校 2年 筒口 美佳 いとことなかよく川遊び

高岡市立 戸出東部小学校 2年 大島 遥汰 庄川で水切りをしているぼく

高岡市立 中田小学校 2年 西野 琴未 ホタルの幼虫があつまるにぎやかな川

高岡市立 万葉小学校 2年 仲谷 ひかる りょうしさんの船

高岡市立 福岡小学校 2年 室崎 圭祐 あゆのつかみどり

射水市立 小杉小学校 3年 山岸 亜未 ふるさとおおはしから見る下条川

砺波市立 庄南小学校 3年 水上 寧音 よごれた庄川

金賞 高岡市立 牧野小学校 6年 渡辺 貫太 内川の風景

射水市立 小杉小学校 4年 浅野 菜々美 夕方の下条川

砺波市立 庄南小学校 4年 横山 輝 よしっ今だ！つかまえるぞ

射水市立 大門小学校 5年 稗田 龍 未来にのびる橋

射水市立 東明小学校 4年 大西 空 ざりがに おるぞー。

砺波市立 砺波東部小学校 4年 長原 由果 庄川用水合口ダム

富山市立 八幡小学校 5年 古野 滉大 やっととれたーイワナのつかみどり

富山市立 船峅小学校 5年 小川 向日葵 庄川にうつる花火

射水市立 小杉小学校 5年 上田 和紀子 流れ続ける川

射水市立 放生津小学校 5年 縄井 彩月 庄川をはしる万葉線

射水市立 放生津小学校 6年 宝里 慎太郎 緑色の川

砺波市立 庄東小学校 6年 吉水 綾音 自然とふれあう庄川
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射水市立 放生津小学校 1年 池田 悠希 赤い橋と川

高岡市立 野村小学校 1年 村田 竜太郎 川の流れ

高岡市立 牧野小学校 1年 釣谷 晃輝 しょうがわのぼくのゆめ

射水市立 作道小学校 2年 立野 瑞歩 ひまわりと東橋

射水市立 放生津小学校 2年 池田 ひなた 舟のある川

射水市立 放生津小学校 2年 赤祖父 佑未 ステンドグラスの橋

高岡市立 下関小学校 2年 白崎 陸哉 川にいる生き物

高岡市立 中田小学校 2年 本田 百花 きんじょの川にも魚さんがいるんだよ！

砺波市立 庄川小学校 2年 大伴 一志 きれいな川

砺波市立 庄川小学校 2年 坂東 涼真 合口ダム

南砺市立 利賀小学校 2年 谷中 大樹 きれいな川

射水市立 太閤山小学校 3年 尾仲 拓実 めだかをとった川

射水市立 堀岡小学校 3年 アリ ヘデル クロサギ

高岡市立 戸出西部小学校 3年 寺口 和樹 毎年来ている魚のつかみ捕り大会

高岡市立 戸出西部小学校 3年 飯沼 優成 庄川を走るアイトラム

高岡市立 東五位小学校 3年 田名田 茅菜都 川と水車

高岡市立 福岡小学校 3年 堀田 知聖 大門の庄川

砺波市立 庄川小学校 3年 柴田 直樹 楽しかったあゆのつかみどり

砺波市立 庄南小学校 3年 尾田 啓仁 きれいなしょうがわ

砺波市立 砺波東部小学校 3年 石橋 拓哉 りゅうの川

射水市立 歌の森小学校 4年 大原 唯澄 川底の世界

砺波市立 出町小学校 4年 岡部 泰成 庄川のダム

射水市立 小杉小学校 5年 山岸 怜央 高寺橋から見る下条川

射水市立 小杉小学校 5年 砂原 風香 川に新幹線が通る

射水市立 大門小学校 5年 星野 淳也 きれいな庄川

高岡市立 古府小学校 5年 麦谷 彰彦 水記念公園から見た景色

高岡市立 南条小学校 5年 浜野 翔 庄川の夜空に輝く花火

砺波市立 鷹栖小学校 5年 愛場 万里子 速く流れる青い川

砺波市立 出町小学校 5年 浅島 佑美 チューリップ公園にて

砺波市立 出町小学校 5年 金森 美渡 魚がとれたぞ～！！

砺波市立 砺波東部小学校 5年 長木 佑太 庄川合口ダム

砺波市立 砺波南部小学校 5年 岸川 千恵 庄川にうつる花火

南砺市立 福野小学校 5年 田村 沙也香 ごう雨の後

氷見市立 窪小学校 6年 木戸 千聖 未来につなげたい美しい庄川

氷見市立 比美乃江小学校 6年 古田 和也 魚つりは楽しい

高岡市立 戸出西部小学校 6年 扇子 功基 岩に張り付いているゴリ（カジカ）

高岡市立 戸出西部小学校 6年 寺口 滉一 庄川には、魚がいっぱい

高岡市立 野村小学校 6年 田中 佑弥 美しい庄川

砺波市立 庄川小学校 6年 山上 登夢 激しい庄川

南砺市立 福光東部小学校 6年 柴田 尚暁 上平の夏
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