
 

第１６回ジュニア美術展覧会 奨励賞受賞作品一覧 

【絵画・デザイン部門】 

題名 氏名 学年 居住市町村 

むしらんど 山本 明久 小１ 鳥取市 

シャワー大すき 中村 壮志 小１ 鳥取市 

はなびたいかい 吉田 奈央 小１ 鳥取市 

かにとあそんだよ 前田 祥穂 小１ 鳥取市 

やぎがかわいかったよ 平木 道大 小１ 八頭町 

やぎがくさをたべてるよ 森木 大翔 小１ 八頭町 

あじさいといっしょに 中嵜 良翔 小２ 鳥取市 

ぼんおどりをおどったよ 野口 佳夏 小２ 米子市 

いろいろな星たち 山根 大知 小３ 倉吉市 

ひまわりとぼく 池田 龍平 小３ 北栄町 

お空のカーニバル 岩佐 拓実 小３ 境港市 

お父さん見て！魚だよ 伊澤 星良 小３ 大山町 

サーブをしようとしている私 山本 真央 小４ 鳥取市 

夏のきおく 田中 杏 小４ 倉吉市 

剣の心 菅岩 愁真 小４ 湯梨浜町 

ぼくとおばあちゃん 木下 朔 小４ 米子市 

なかよくしようで 定久 将也 小５ 鳥取市 

ゴツゴツバッタ 金谷 俊佑 小５ 鳥取市 

恵長丸 澤 安珠 小５ 岩美町 

わたしの思い出 藤原 保月 小５ 米子市 

優しく見守るみんなの木 宮岡 真桜 小６ 鳥取市 

不思議な世界への入り口 井伊 葵泉 小６ 鳥取市 

煌の美鳥 髙藤 洸太 小６ 鳥取市 

古き跡残る 大元神社 坂本 奈優 小６ 琴浦町 

鋼の惑星 山田 暖太 中１ 米子市 

大山さんと大山寺 桝 大希 中１ 米子市 

姫路城の妖怪退治 米山 千歳 中１ 米子市 

夕焼け 藤原 ダイヤ 中１ 境港市 

水車小屋 櫛田 彩花 中２ 鳥取市 

教室 浅田 羽音 中２ 倉吉市 

ユリ 盛山 愛莉 中２ 琴浦町 

バスケと私 寺坂 萌愛 中２ 米子市 



 

題名 氏名 学年 居住市町村 

共存 岩間 澄怜 中３ 鳥取市 

夢で見た世界 石田 彩音 中３ 琴浦町 

田平子 岸本 旺亮 中３ 大山町 

思い出ブランコ 岡田 七海 中３ 南部町 

 

【書写部門】 

題名 氏名 学年 居住市町村 

にじ 森川 心結 小１ 鳥取市 

つき ほそだ ゆづき 小１ 米子市 

にじ 長栄 麗 小１ 米子市 

つた 塚田 千尋 小１ 境港市 

ことり 羽田 篤 小２ 米子市 

さんご  徳尾 厚志 小２ 境港市 

こだま 井塚 香衣里 小２ 南部町 

ほし 前田 夏帆 小２ 日南町 

大小 加藤 柚香 小３ 鳥取市 

星まつり 中本 紗里衣 小３ 倉吉市 

火山 須藤 愛美 小３ 境港市 

天地 山下 友貴哉 小４ 鳥取市 

秋風 小椋 美羽 小４ 琴浦町 

天王 佐々木 由愛 小４ 米子市 

日本 槇野 可望亜 小４ 米子市 

虫なく音 倉元 怜奈 小４ 境港市 

立志 竹田 華楽 小５ 米子市 

天地 藤原 咲月 小５ 米子市 

流星 中澤 愛杷 小５ 米子市 

和歌 根平 茉央 小５ 境港市 

夢の実現 安達 結衣 小６ 倉吉市 

開花 今津 倖乃 小６ 米子市 

風波 松本 瑛汰 小６ 米子市 

星祭 山本 怜奈 小６ 米子市 

地域の絆 小林 杏 中１ 智頭町 

流星 遠﨑 結衣 中１ 米子市 

前進 松田 和樹 中１ 米子市 

心動 倉敷 羽名 中１ 米子市 

世界遺産 松島 舞依 中２ 鳥取市 



 

題名 氏名 学年 居住市町村 

挑戦 荒木 拓真 中２ 米子市 

発見 田村 志織 中２ 米子市 

温故知新 門永 海星 中２ 境港市 

白砂青松 筒井 雪未 中３ 鳥取市 

銀河 有富 一真 中３ 米子市 

最善の方法 中澤 飛七 中３ 米子市 

鍛錬 岡本 琉花 中３ 米子市 

 

【写真部門】 

題名 氏名 学年 居住市町村 

はじめての米作り 田口 諒 小１ 大山町 

でっかいくつ 森下 新太 小２ 伯耆町 

親友 松田 美尋 小４ 鳥取市 

金魚とかげ 宮川 七海 小４ 倉吉市 

ペットボトルねこ 野口 快 小４ 境港市 

ひとりぼっち 木山 学 小５ 米子市 

水面からひょっこり 生田 賢太郎 小５ 米子市 

空の大噴火 音田 将希 小６ 鳥取市 

夏の空 絹見 花優 中１ 倉吉市 

１００年に１度のオーロラ 藤原 海斗 中１ 米子市 

飛びたい、私も 遠崎 日呼 中１ 南部町 

思ったこと、頭に出ちゃう 鶴市 万結 中１ 伯耆町 

光  栗木 優凪 中２ 境港市 

こっち向いて 菅原 彩花 中２ 大山町 

火の鳥 森田 海瑚音 中２ 大山町 

水風船 岡田 麻矢 中２ 大山町 

美しい景色 永田 良奈生 中３ 倉吉市 

たき 中村 拍充 中３ 倉吉市 

Balancing 山根 奈々 中３ 倉吉市 

 


