
北陸新幹線に関するメッセージ・図画 最優秀作品

● 図画部門 （応募数３，８０８点）

幼児の部 小学生の部

一般の部中学生の部

● メッセージ部門 （応募数２，０００点）

小学生の部 森田小学校 吉田喜貴さん

中学生の部 丸岡中学校 大倉美咲さん

一般の部 敦賀気比高等学校 木村優太さん

湯尾保育所 村田陽希さん 明新小学校 尾﨑暉さん

春江中学校 吉田汐織さん 敦賀市 中村友紀さん

北陸新幹線が通ったら交通機関が便利になって福井県と全国を結ぶかけ橋になると思いました。もし、
新幹線が通ったら、たぶんその時ぼくは大人なので、父さん母さんをつれて旅行に行きたいと思います。

私のおばあちゃんは、埼玉県にいます。いつもは、朝4時に起きて車で行ってたけど北陸新幹線が通

ると大宮まで一本で行けるようになりお父さんやお母さんも楽になるので早く北陸新幹線が通るのが楽
しみです。

この北陸の地に颯爽と新しい風をもたらしてくれる君は、まさにこの地の新たな希望だ。ぜひともこ
の地にたくさんの人を運んできてくれ。そして、また人を送っていってくれ。



● メッセージ部門（優秀賞）
小学生の部 　(10点)

敦賀西小学校 田中菜遥さん 雲浜小学校 加斗小学校 池田裕貴さん

有終東小学校 土本春花さん 三室小学校 川森康生さん 片上小学校 薮下慶太郎さん

高椋小学校 藤江真尋さん 東十郷小学校 太田貫正さん 御陵小学校 北島英嗣さん

池田小学校 山品結己さん

中学生の部 　(10点)

東浦中学校 平田彩笑さん 小浜中学校 鈴木智子さん 小浜第二中学校 岩田雅史さん

勝山北部中学校 近藤亜花莉さん 勝山北部中学校 上松ひなのさん 芦原中学校 上田祥子さん

芦原中学校 吉田春奈さん 丸岡中学校 楠結衣さん 松岡中学校 藤田優花さん

上志比中学校 南部元気さん

一般の部 　(10点)

福井市 尾﨑みのりさん 敦賀市 長谷川一夫さん 敦賀気比高等学校 杉浦武尊さん

敦賀気比高等学校 宮前潤子さん 敦賀気比高等学校 大城志津佳さん 敦賀気比高等学校 鴛田夏希さん

敦賀気比高等学校 中野夏実さん あわら市 炭谷祥孝さん あわら市 三上芳弘さん

坂井市 荒木幸治さん

● 図画部門（優秀賞）
幼児の部 　(22点)

栄冠幼稚園 峯金正太郎さん 報徳幼稚園 井上蒼依さん 和田保育園 竹内美鈴さん

啓蒙保育園 岡心愛さん 森田栄保育園 森本美姫さん 昭和認定こども園 やまだしゅうやさん

早翠幼稚園 小森夏怜さん 第二早翠幼稚園 みわなおさん 小浜第一保育園 松宮祐也さん

あかね保育園 玉山星南さん 阪谷保育園 山本善孝さん 鹿谷保育園 しまだゆめかさん

中河保育所 品川翔さん あすなろ保育園 安崎美羽さん 吉崎幼稚園 岡田莉奈さん

たんぽぽ保育園 たなかみうさん 北新庄保育園 杉田景來さん 東保育園 福島明莉さん

坂井保育所 わたなべあおいさん 坂井保育所 はやしくれはさん 御陵幼児園 藤田来珠さん

朝日中央保育所 こばやしみわさん

小学生の部 　(30点)

森田小学校 髙橋悠さん 敦賀西小学校 宮川秀斗さん 敦賀南小学校 丹尾麻由佳さん

粟野小学校 仲野太陽さん 国富小学校 垣東昊汰さん 有終東小学校 北川空来さん

成器南小学校 内田大貴さん 成器南小学校 雲竜昂寿さん 成器西小学校 谷優希さん

成器西小学校 ささ木みのりさん 片上小学校 田原慶和さん 片上小学校 松塚明寿香さん

伊井小学校 小川たかひろさん 金津東小学校 城戸雄飛さん 金津東小学校 原旭希さん

細呂木小学校 伊藤千遥さん 花筐小学校 福田光太朗さん 東十郷小学校 ささじまゆめさん

東十郷小学校 五十嵐美香さん 高椋小学校 なかたしょうごさん 高椋小学校 牧野侑生さん

兵庫小学校 髙嶋春花さん 春江東小学校 竹内琳太郎さん 春江東小学校 澤田美優さん

吉野小学校 木下楓香さん 上志比小学校 山口大貴さん 上志比小学校 南部柚菜さん

池田小学校 中村侑加さん 三方小学校 上野未来さん 三宅小学校 髙木大成さん

中学生の部 　(12点)

福井工大附属福井中学校 藤井葵さん 松陵中学校 代名陽人さん 松陵中学校 宮野茉実さん

芦原中学校 金澤咲良さん 南越中学校 福田今日花さん 南越中学校 高橋大樹さん

丸岡中学校 山田洋介さん 丸岡南中学校 酒井七海さん 丸岡南中学校 野坂日陽里さん

春江中学校 前田海さん 松岡中学校 藤屋里菜さん 上中中学校 雨森光香さん

一般の部 　(2点)

敦賀気比高等学校 藤村さつきさん 鯖江市 南雲慶一さん

北陸新幹線に関するメッセージ・図画　優秀賞・佳作受賞者

● 図画部門（佳作）

幼児の部 　(57点)

聖三一幼稚園 よしだたつるさん 花園幼稚園 むらなかこはなさん 新田塚幼稚園 林優花さん 城之橋幼稚園 小森拓海さん

木田保育園 西諒馬さん 緑ケ丘保育園 山本有紗さん 仁愛保育園 下野颯太さん 青い鳥保育園 田島璃音さん

みどりこども園 わかえゆうほさん 東藤島幼稚園 すぎたはるきさん 聖徳幼稚園 三上結花さん 中名田保育園 大江花楓さん

国富保育園 飛永紗和さん 春日保育園 吉田桜さん 荒島保育園 歸山昇大さん 松文保育園 仲村凛々子さん

成器南幼稚園 松浦飛弦さん 勝山中部幼稚園 さだともさやさん みずほ保育所 吉崎広輝さん 片上幼稚園 島田波奈さん

伊井幼稚園 しんどうさらさん 細呂木幼稚園 東陽梨さん なかよし保育園 しものあめりさん 上太田保育園 林龍輝さん

岡本保育園 やまぐちめいさん 南中山保育園幼稚園 藤井柚寿さん 国高保育園 千代麻莉子さん 二葉保育園 高木夏歩さん

高瀬保育園 なかむらゆずなさん わかたけ保育園 糀谷乃々羽さん そよかぜ保育園 廣瀬莉奈さん 家久保育園 やまもといおりさん

服間保育園幼稚園 みのわまりさん 西保育園 高倉愛実さん 愛星保育園 藤田琉世さん 北日野保育園幼稚園 おおやなぎみなさん

丈生神山幼稚園 深治新さん 仁愛附属幼稚園 まえだりょうやさん 三国北幼稚園 筬谷侑子さん 加戸幼稚園 せりざわなぎささん

春江東保育所 吉島百香さん 雄島幼稚園 はしもとあきずさん まごころ保育園 くわたなのさん 安田幼保園 さかざきこうすけさん

志比南幼児園 田中悠芽さん 松岡幼稚園 竹澤陽さん なかよし幼児園 南部胡珀さん 吉野幼稚園 北川凛さん

上志比幼児園 倉谷拓杜さん 松岡西幼児園 山村花里奈さん 松岡東幼児園 松井由さん 志比北幼児園 尾西龍さん

志比幼児園 楠遥登さん 南条保育所 奥村ののかさん 南条第２保育所 高橋宥成さん 河野保育園 佐武涼太郎さん

今庄なないろこども園 藤原悠吏さん

小学生の部 　(21点)

越廼小学校 塚本駿秀さん 越廼小学校 藤田梨生さん 東浦小学校 酒井陽奈乃さん 中央小学校 布施直美さん

荒土小学校 木田恋菜さん 三室小学校 山内柊依さん 三室小学校 伊藤優志さん 村岡小学校 大下茉紘さん

村岡小学校 小川彩花さん 村岡小学校 川原仁瑚さん 鹿谷小学校 坂井蘭さん 鳥羽小学校 伊藤千華さん

吉崎小学校 江守杏悠さん 武生東小学校 玉村恵理香さん 東十郷小学校 木村竜也さん 東十郷小学校 谷口心さん

鳴鹿小学校 前川まさとさん 磯部小学校 山下碧翔さん 兵庫小学校 冨田貴裕さん 長畝小学校 滝渕瑛二さん

志比南小学校 西村ゆいさん


