
賞 学年 名前 題名

金賞 立山町立 立山北部小学校 3年 杉本 隆起 ヤマメのち魚ほうりゅう

富山市立 山室中部小学校 1年 駒見 優愛 ながれるかわ

黒部市立 三日市小学校 2年 森岡 恭加 ながれる川

富山市立 水橋西部小学校 3年 森田 向陽 きらきらしている白岩川

富山市立 新庄小学校 1年 長尾 樹 たのしかった水きり

富山市立 中央小学校 1年 堀 幹太 サカナのふしぎ

2年 高廣 翼 ぼくも魚もいい気持ち

富山市立 豊田小学校 2年 長谷川 悠 川と石とでん車

富山市立 水橋西部小学校 2年 押田 怜久 水橋 橋まつり

黒部市立 三日市小学校 3年 竹田 孝太朗 しょうみょうだき

上市町立 相ノ木小学校 3年 萩中 太陽 大きいぞ～

富山市立 八尾小学校 3年 平井 颯太 キレイな川

金賞 富山市立 藤ノ木小学校 6年 田村 優介 激流！常願寺川

富山市立 藤ノ木小学校 4年 池田 宗史 自ぜんの川

富山市立 中央小学校 4年 藤本 龍馬 真川のハコネサンショウオ

富山市立 新庄小学校 5年 財目 尚弥 あゆつり

4年 高廣 望 みつけたよ！魚がたくさんの常願寺川

立山町立 利田小学校 4年 島 達紀 橋の下から見た川

富山市立 呉羽小学校 4年 山岡 侃樹 クリーンセンター

射水市立 小杉小学校 4年 佐伯 奈音 夏の川

上市町立 南加積小学校 5年 水野 優希 お盆のころの上市町

富山市立 針原小学校 5年 上段 直也 げき流で景色のいい川

立山町立 立山北部小学校 6年 松瀬 迅泰 自然にかこまれた白岩ダム

富山市立 水橋西部小学校 6年 山谷 萌々 川あそびは楽しいよ

常願寺川 立山砂防事務所長賞
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賞 学年 名前

立山町立 立山小学校 1年 柴田 紋弥
富山市立 老田小学校 1年 笹谷 亜莉沙
富山市立 月岡小学校 1年 岩井 晴彦

2年 宇於﨑 達也
滑川市立 北加積小学校 2年 石坂 優佳
立山町立 立山北部小学校 2年 新村 彩乃
立山町立 利田小学校 2年 岡田 愛成
富山市立 奥田小学校 2年 小泉 颯汰
富山市立 萩浦小学校 2年 新井 万里菜
富山市立 広田小学校 2年 石田 凌梧
富山市立 水橋西部小学校 2年 護摩堂 一鷹
富山市立 山室小学校 2年 山田 麗音
富山市立 山室小学校 2年 鳥木 鈴華
富山市立 新保小学校 2年 中村 英優
高岡市立 木津小学校 2年 清水 滉之
滑川市立 東部小学校 3年 手嶋 悠
上市町立 南加積小学校 3年 笹野 桃香
立山町立 立山中央小学校 3年 椙田 真夕
立山町立 利田小学校 3年 高田 美渚
富山市立 新庄小学校 3年 山田 志緒梨
富山市立 新庄小学校 3年 西野 藍
富山市立 針原小学校 3年 野島 悠希
富山市立 藤ノ木小学校 3年 島田 駿也
富山市立 山室中部小学校 3年 井下 真琴
砺波市立 砺波北部小学校 3年 西嶋 拓哉
黒部市立 中央小学校 4年 青山 千尋
舟橋村立 舟橋小学校 4年 原田 拓弥
立山町立 立山小学校 4年 土井 公晴
富山市立 針原小学校 4年 青山 聖弥
富山市立 広田小学校 4年 窪田 琉杏
富山市立 中央小学校 4年 杉木 薪之介
富山市立 堀川南小学校 4年 奥野 太介
富山市立 水橋西部小学校 4年 舘山 瑠華
富山市立 水橋東部小学校 4年 生駒 夏海
富山市立 四方小学校 4年 北岡 志隆
高岡市立 下関小学校 4年 新田 颯人
高岡市立 南条小学校 4年 関 睦人
立山町立 立山北部小学校 5年 結城 敬太
立山町立 利田小学校 5年 金田 萌花
富山市立 奥田小学校 5年 木村 真
富山市立 奥田北小学校 5年 田添 健太郎
富山市立 水橋西部小学校 5年 笠間 玄隼
舟橋村立 舟橋小学校 6年 舘森 沙和
立山町立 釜ヶ渕小学校 6年 寺﨑 友哉
立山町立 利田小学校 6年 米本 空都
富山市立 岩瀬小学校 6年 泉原 悠之介
富山市立 三郷小学校 6年 滝上 茉穂
富山市立 堀川小学校 6年 金子 五星
富山市立 大久保小学校 6年 大郷 礼実
富山市立 大沢野小学校 6年 田村 佑香
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