
賞 学年 名前 題名

金賞 滑川市立 東部小学校 2年 川口 琴弓 きれいな川

入善町立 黒東小学校 1年 寺崎 涼子 かわのながれ

入善町立 上青小学校 3年 板川 潤奈 きれいな川

魚津市立 道下小学校 3年 谷越 凜 大きな魚とったぞ！！

滑川市立 南部小学校 2年 若杉 夢叶 かっこいい景色

朝日町立 さみさと小学校 3年 青木 胡頼 つりをしているわたし

入善町立 入善小学校 3年 上田 桜樺 山が見える黒部川

魚津市立 西布施小学校 3年 髙瀬 春翔 新かん線が通る川

魚津市立 本江小学校 3年 有澤 圭太 早月川

魚津市立 道下小学校 3年 金川 琉奈 つめたくて気持ちいい！

滑川市立 東部小学校 3年 小幡 隼輝 上流のすずしさ

南砺市立 福野小学校 3年 篠島 隆良 黒部ダム

金賞 富山市立 山室中部小学校 5年 石金 哲平 大きな河で水切り

舟橋村立 舟橋小学校 4年 池田 唯称 わたしが見た川

滑川市立 田中小学校 5年 作道 美優 学校横の田中川

富山市立 上条小学校 6年 酒井 智世 黒部のきれいな川

入善町立 桃李小学校 4年 栗虫 陽奈 黒べ川

魚津市立 吉島小学校 4年 関 優大 山と布施川

富山市立 水橋中部小学校 4年 水橋 陸 魚のつかみどり

入善町立 飯野小学校 5年 大野 由 田の近くの用水

魚津市立 村木小学校 5年 笹田 侑太郎 かも川清そうをしている所に遊びに来たかりがもの親子

滑川市立 田中小学校 5年 岩崎 江右 ホタルが飛びかう川

滑川市立 東部小学校 5年 布目 康敬 ゆるやかな流れの早月川

高岡市立 国吉小学校 6年 竹沢 利紀 つかみどり
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賞 学年 名前

入善町立 黒東小学校 1年 木村 美咲
入善町立 入善小学校 1年 五十里 和佳奈
黒部市立 石田小学校 1年 髙田 健太郎
滑川市立 東部小学校 1年 今野 天斗
滑川市立 東部小学校 1年 岡本 拓己
富山市立 草島小学校 1年 五十嵐 美月
富山市立 八尾小学校 1年 吉田 真采
入善町立 飯野小学校 2年 髙畠 優世
入善町立 桃李小学校 2年 吉田 暖
入善町立 入善小学校 2年 田中 瑠夏
黒部市立 村椿小学校 2年 今井 康太
魚津市立 上中島小学校 2年 荒川 滉大
魚津市立 本江小学校 2年 細野 皓太
魚津市立 本江小学校 2年 米澤 咲希
滑川市立 東部小学校 2年 島崎 美悠
滑川市立 東部小学校 2年 池森 大輝
朝日町立 五箇庄小学校 3年 谷口 ひかり
黒部市立 荻生小学校 3年 中井 未悠
黒部市立 若栗小学校 3年 岡田 侑大
魚津市立 片貝小学校 3年 尾谷 大悟
滑川市立 東部小学校 3年 清水 大翔
滑川市立 東加積小学校 3年 牧 瑚雪
富山市立 堀川小学校 3年 夜明 俊介
砺波市立 砺波南部小学校 3年 内河 百々果
朝日町立 さみさと小学校 4年 河村 楽
入善町立 桃李小学校 4年 野田 正智
黒部市立 中央小学校 4年 勝田 栞希
滑川市立 寺家小学校 4年 高瀬 万緒
富山市立 寒江小学校 4年 石黒 聖弥
富山市立 新庄小学校 4年 若島 将大
富山市立 柳町小学校 4年 今井 凜
射水市立 東明小学校 4年 竹内 柚乃

5年 田畠 竜一
入善町立 上青小学校 5年 込尾 亮輔
黒部市立 田家小学校 5年 田村 奈々葉
魚津市立 道下小学校 5年 桶田 樹
滑川市立 東部小学校 5年 島﨑 夕夏
入善町立 桃李小学校 6年 石田 冬威
入善町立 桃李小学校 6年 大村 美優
入善町立 入善小学校 6年 永井 和樹
魚津市立 住吉小学校 6年 松本 来実
魚津市立 本江小学校 6年 廣田 隆良
魚津市立 松倉小学校 6年 黒崎 孝哉
滑川市立 田中小学校 6年 宝田 祐己
富山市立 光陽小学校 6年 上中 篤郎
富山市立 八尾小学校 6年 安井 龍太郎
高岡市立 千鳥丘小学校 6年 八幡 直樹
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