
賞 学年 名前 題名

金賞 砺波市立 出町小学校 2年 越塚 大樹 あゆとり

射水市立 新湊小学校 1年 二口 敬太 内川のふね

高岡市立 木津小学校 2年 谷内田 和奏 夏の川

高岡市立 野村小学校 2年 池田 紘規 庄川の今

射水市立 新湊小学校 1年 井波 梨花 庄川と線路

富山市立 芝園小学校 2年 老田 龍樹 橋がうつる川

富山市立 鵜坂小学校 2年 出戸 稔教 アユとり

高岡市立 下関小学校 2年 山田 美佑 チョコレートばし

氷見市立 朝日丘小学校 3年 池永 裕貴 魚とり

高岡市立 二塚小学校 3年 坂田 逸樹 花火大会

砺波市立 砺波南部小学校 3年 桜井 幹太 しょう川でアユをつっている人

南砺市立 城端小学校 3年 盛田 昂希 庄川

金賞 富山市立 中央小学校 5年 藤本 龍馬 夏の思い出ラフティング

特別賞 高岡市立 野村小学校 4年 林 勇太 庄川と草原のふうけい

高岡市立 戸出東部小学校 5年 小川 潤之介 川をまたぐ青い橋

高岡市立 戸出東部小学校 5年 横山 響 僕達の町庄川

射水市立 東明小学校 4年 岡本 夏芽 ステンドグラスの橋から見た内川

南砺市立 福野小学校 4年 本井 日和 ほたるの川

射水市立 大門小学校 5年 愛場 美沙子 和田川の景色

高岡市立 野村小学校 5年 竹村 香葉 庄川と中学生

砺波市立 出町小学校 5年 米林 悠 合口ダム

射水市立 放生津小学校 6年 立浪 結那 船のたくさんある川

砺波市立 庄川小学校 6年 大浦 彩音 雨の後のダム

砺波市立 砺波南部小学校 6年 篠島 杏奈 くもり空の公園の川
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賞 学年 名前

射水市立 大門小学校 1年 豊田 勇信
高岡市立 下関小学校 1年 炭谷 和斗
高岡市立 福岡小学校 1年 高畑 結希
高岡市立 福岡小学校 1年 蓑 悠哉
砺波市立 庄川小学校 1年 太田 真斗良
砺波市立 出町小学校 1年 横山 瑛史
射水市立 大門小学校 2年 小林 佳太
射水市立 大門小学校 2年 橋爪 真穂
高岡市立 木津小学校 2年 前田 理沙
高岡市立 福岡小学校 2年 立野 吉希
砺波市立 庄川小学校 2年 上田 空
砺波市立 出町小学校 2年 越田 新之助
砺波市立 出町小学校 2年 荒井 桂樹
砺波市立 砺波東部小学校 2年 谷井 亮太
砺波市立 砺波南部小学校 2年 島崎 紫音
富山市立 蜷川小学校 3年 若林 勇希
射水市立 大門小学校 3年 種村 理奈
高岡市立 中田小学校 3年 堺谷 仁奎
高岡市立 牧野小学校 3年 作道 大雅
砺波市立 出町小学校 3年 大野 智生
南砺市立 福野小学校 3年 佐々木 寛樹
南砺市立 福光東部小学校 3年 中澤 卓巳
富山市立 倉垣小学校 4年 西本 友貴
射水市立 小杉小学校 4年 小川 斗望
射水市立 大門小学校 4年 澤橋 康太
射水市立 新湊小学校 4年 尾山 詩歩
氷見市立 海峰小学校 4年 嶋尾 和郁
高岡市立 下関小学校 4年 指山 果凜
高岡市立 福岡小学校 4年 坂本 元輝
砺波市立 庄東小学校 4年 名越 海愛
砺波市立 砺波東部小学校 4年 和泉 暁万
砺波市立 砺波北部小学校 4年 吉田 光希
富山市立 月岡小学校 5年 佐伯 楓
射水市立 大門小学校 5年 菊岡 海純
射水市立 大門小学校 5年 山﨑 弥喜
氷見市立 十二町小学校 5年 太田 竜則
高岡市立 南条小学校 5年 前田 颯人
高岡市立 西条小学校 5年 松谷 真帆
高岡市立 下関小学校 5年 川口 翔平
高岡市立 戸出東部小学校 5年 澤田 爽
高岡市立 野村小学校 5年 千龍 亜実
富山市立 新庄北小学校 6年 長谷 華恋
射水市立 太閤山小学校 6年 中村 凜子
射水市立 中太閤山小学校 6年 村上 歌音
射水市立 大門小学校 6年 東 彩佳
砺波市立 砺波南部小学校 6年 長原 瑛吾
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