
【絵画・デザイン部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

くじらとふうせんであそんだよ 立花　裕晴 小1 鳥取市

かにをとったよ 太田　岬 小1 米子市

ゴジラ 森井　翔大 小1 米子市

かにとなかよし 中山　悠衣 小1 八頭町

ふしぎなたけのこ（お話の絵） 石田　汐莉 小2 倉吉市

雪の中のカマキリバス 川﨑　茉心 小2 倉吉市

うちゅうに行ったそうま 西村　颯真 小2 八頭町

すいかたべほうだい 菅井　陽奏 小2 湯梨浜町

夢のトラック 清水　太智 小3 鳥取市

動物にぎやか世界 夜見　優希 小3 米子市

はやく大きくなあれ！ 涌嶋　美緒 小3 倉吉市

ぼくのすきな真夏のけしき 末吉　永汰 小3 伯耆町

魚リンピック 小西　晴登 小4 米子市

願い事 本池　清瑚 小4 米子市

ゴールは目の前だ 馬場　洸太 小4 倉吉市

夜空を飛べ！フクロウ 齋藤　学 小4 八頭町

広がれ！ぼくの夢！ 小谷　雅樹 小5 鳥取市

ぼくのすんでる虫鳥県 依藤　敬斗 小5 鳥取市

ぼくのかきたかったもの 竹森　来喜 小5 米子市

負けないぞ 山根　睦 小5 米子市

落書き 野間田　仁虹 小6 米子市

若桜鉄道「ハヤブサ」 谷口　悠真 小6 倉吉市

深海の灯 岩佐　拓実 小6 境港市

てんてん 柴田　貫太 小6 智頭町

コハル荘 谷口　紗菜 中1 鳥取市

アンサンブル 井上　和奏 中1 米子市

向日葵畑と妹の笑顔 山本　朱樹 中1 倉吉市

黒出目金 盛山　琴花 中1 琴浦町

今ここから始まる 川端　眞都 中2 米子市

華鳥 中原　悠月 中2 米子市
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夕日と、海と。 渡邉　奈桜 中2 境港市

EXPANSION 柴田　奈瑠 中2 智頭町

乾坤一擲 石原　正康 中3 鳥取市

どしゃぶり 田中　麗 中3 鳥取市

ただいまHP回復中！！ 手皮　南実 中3 鳥取市

ブランコでみた思い出の景色 松尾　智子 中3 鳥取市

【書写部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

さる 永美　宗祐 小1 鳥取市

らん 伊塚　心春 小1 米子市

いろ 鹿原　真衣 小1 米子市

つる 吹野　匡 小1 米子市

はと 中澤　彩夏 小2 鳥取市

くさかり 青砥　杏夏 小2 米子市

手 江角　優奈 小2 米子市

ほん 西村　映七 小2 大山町

上下 田中　拓人 小3 米子市

花づくり 村上　菜々海 小3 大山町

貝ひろい 山本　拓弥 小3 大山町

大山 吉村　彩花 小3 大山町

すんだ月 野坂　律季 小4 米子市

玉水 宮木　菜乃 小4 米子市

はれた空 紺野　栞 小4 境港市

生きる力 前田　仁来 小4 境港市

立志 今岡　莉子 小5 米子市

地球 中山　結月 小5 米子市

読む 藤原　朔太郎 小5 米子市

地上 山本　佳歩 小5 米子市

海の生活 谷口　愛生子 小5 倉吉市

伝統 永川　嬉來 小5 倉吉市

決意 竹口　風生 小5 大山町

夢を実現 中本　紗里衣 小6 倉吉市



雄大 大谷　勇喜 中1 米子市

流星 早川　珂津 中1 米子市

流星 藤本　真帆 中1 米子市

銀河 吉岡　更紗 中1 米子市

感激 髙見　花音 中2 米子市

気勢 竹田　華楽 中2 米子市

秋風 安田　麻鈴 中2 米子市

調和 早田　万桜 中2 倉吉市

慶雲 有田　未優 中3 鳥取市

戦記 有富　真子 中3 米子市

理想探求 松本　瑛汰 中3 米子市

雲海 中尾　萌々果 中3 倉吉市

【写真部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

ふでばこのなかでやすんでる 武田　未翔 小1 岩美町

さんぽ 岩田　憲音 小1 南部町

お手つだい 高田　慈英 小2 鳥取市

人間野菜 藤本　琳太郎 小2 境港市

水鉄砲 湯原　隼羽 小3 米子市

ちょうだい！！ちょうだい！！ちょうだい！！ 熊谷　栞那 小4 米子市

ビーダマの中に反対の世界！！ 牧井　友香 小4 倉吉市

楽しそうに遊ぶ妹 戸田　心里 小4 伯耆町

ナゾの涙 太田　瑠梨 小5 鳥取市

たくさんのタブレット 谷口　章太 小5 岩美町

なにかがいる 中土井　騎士 小5 岩美町

奇跡の鳥 岸本　結愛 小5 湯梨浜町

てんとう虫の散歩 下田　るね 小6 鳥取市

大きなりんご 廣瀬　栞里 小6 鳥取市

じっくり観察 石田　悠虎 小6 伯耆町

自由研究 田邊　佳子 小6 日南町

幸せをつかむ男 水石　士葵 中1 鳥取市

夏の思い出 仲村　康希 中1 倉吉市



一緒に 岡田　夢姫 中1 大山町

ぼくのすむばしょ 前田　藍光 中1 大山町

花火 原田　羚織奈 中2 鳥取市

ひまわりのような笑顔と青空 福田　結菜 中2 大山町

夏だワン！ 藍田　来美 中2 伯耆町

ぼくは運転手 松本　隼人 中2 日野町

最高の胴上げ 河﨑　侑桜 中3 倉吉市

守護神 菱川　玲 中3 倉吉市

向こうに行くよ 吉田　直哉 中3 倉吉市

夏の友達 永井　希典 中3 境港市


