
賞 学年 名前 題名

金賞 黒部市立 三日市小学校 3年 御囲 元康 黒部川の魚のつかみどり

魚津市立 上中島小学校 2年 新林 柚香 七夕がもえている角川

富山市立 堀川小学校 2年 奥野 瑞己 ふるさと富山の川

朝日町立 五箇庄小学校 3年 廣川 晃大 山合川と昭久橋

朝日町立 さみさと小学校 2年 河村 楽 ふるさとのようなかわ

入善町立 入善小学校 2年 田中 荘多 黒部川

黒部市立 石田小学校 2年 浅野 優 楽しい川・ふるさとの川

滑川市立 東部小学校 2年 手嶋 悠 はやつきがわのけしき

入善町立 飯野小学校 3年 髙倉 楓矢 黒部川

入善町立 飯野小学校 3年 青木 颯良 黒部川の河口

入善町立 ひばり野小学校 3年 牧野 拓哉 きれいな舟川

富山市立 八尾小学校 3年 山﨑 和馬 ダムの放流

金賞 黒部市立 田家小学校 5年 紙谷 実果 自然ゆたかな布施川

高岡市立 中田小学校 4年 岡野 優樹 早月川から見た剣岳

入善町立 飯野小学校 6年 石原 結梨佳 流れる黒部川

魚津市立 住吉小学校 6年 髙慶 柊希 角川

朝日町立 さみさと小学校 4年 森野 純鈴 おだやかな小川

魚津市立 本江小学校 4年 廣田 隆良 街を流れるかも川

滑川市立 北加積小学校 4年 北條 達也 雨の中つりをしているおじさんと川の絵をかくぼく

滑川市立 東部小学校 4年 村上 里桜 ふるさとの川

富山市立 豊田小学校 4年 早川 颯馬 きれいな川

入善町立 上青小学校 6年 加野 和奏 赤い橋と間島川

魚津市立 上野方小学校 6年 住吉 強 早月の清流

魚津市立 道下小学校 6年 笠間 陽南子 おだやかな早月川
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賞 学年 名前

朝日町立 五箇庄小学校 1年 杉垣 哲也

入善町立 桃李小学校 1年 上田 妃菜

入善町立 入善小学校 1年 上田 桜樺

魚津市立 上野方小学校 1年 小関 優輔

魚津市立 経田小学校 1年 岩﨑 大将

滑川市立 田中小学校 1年 砂田 真美

入善町立 飯野小学校 2年 山下 莉緒

入善町立 ひばり野小学校 2年 福島 健太郎

富山市立 針原小学校 2年 西田 菜々子

高岡市立 野村小学校 2年 山口 友利衣

朝日町立 さみさと小学校 3年 越澤 宗一郎

黒部市立 東布施小学校 3年 澤田 健司

黒部市立 若栗小学校 3年 松原 大和

黒部市立 若栗小学校 3年 長島 輝弥

魚津市立 住吉小学校 3年 金川 弘陽

滑川市立 東部小学校 3年 村中 聖

滑川市立 東部小学校 3年 金山 樹美花

滑川市立 南部小学校 3年 松井 順哉

富山市立 月岡小学校 3年 小泉 慧

高岡市立 下関小学校 3年 竹内 まほ

入善町立 飯野小学校 4年 宮島 侑巴

入善町立 桃李小学校 4年 谷 桃佳

入善町立 入善小学校 4年 塚田 詩保乃

魚津市立 上中島小学校 4年 溝口 哲夫

魚津市立 上野方小学校 4年 岸本 悠里

魚津市立 吉島小学校 4年 中田 さく羅

魚津市立 村木小学校 4年 川口 尚人

滑川市立 東部小学校 4年 山田 唯都

滑川市立 東部小学校 4年 石崎 海

立山町立 釜ヶ渕小学校 4年 山田 舜

砺波市立 砺波北部小学校 4年 富樫 颯真

入善町立 桃李小学校 5年 亀田 和加

入善町立 桃李小学校 5年 竹内 仁紀

黒部市立 東布施小学校 5年 丸田 莉輝

黒部市立 三日市小学校 5年 大橋 穂乃華

入善町立 入善小学校 6年 田原 希望

黒部市立 三日市小学校 6年 川上 遼

魚津市立 片貝小学校 6年 若林 良一花

富山市立 針原小学校 6年 千代 勇都

砺波市立 砺波東部小学校 6年 高田 莉緒奈
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