
★佳　作

【幼児の部】 【幼児の部】

加藤　　絢 さん アゼリー学園浦安幼稚園 年長 南埜　颯太 さん あやめ台第二幼稚園 年長

小坂　　光 さん あやめ台幼稚園 年長 早川　　惺 さん 弥生幼稚園 年少

佐藤　真優奈 さん 新宿保育所 年少 勝　理一 さん 弥生幼稚園 年少

小倉　琥士郎 さん あいりす幼稚園 年長 濱田　芽生 さん 弥生幼稚園 年中

髙橋　　翔 さん あいりす幼稚園 年長 三浦　陽真 さん 弥生幼稚園 年中

高橋　空夢 さん あいりす幼稚園 年長 小梛　圭吾 さん 弥生幼稚園 年長

内田　結奈 さん あいりす幼稚園 年長 多田　優里菜 さん 弥生幼稚園 年長

嶺井　紅那 さん 二三ヶ丘幼稚園 年長 薬師寺　和奏 さん 弥生幼稚園 年長

風戸　ひかり さん 二三ヶ丘幼稚園 年長 菊池　勇希 さん 弥生幼稚園 年長

小髙　　晴 さん 大久保第二保育所 年長 筒井　宏紀 さん 風の谷こども園 年中

【小学生低学年の部】 【小学生低学年の部】

石田　侑也 さん 市原市立菊間小学校 2年 茂原　宏典 さん 市原市立国分寺台西小学校 3年

戸田　藍李 さん 市原市立八幡小学校 1年 塩川　美羽 さん 市原市立菊間小学校 2年

西岡　詩織 さん 市川市立南行徳小学校 1年 渡部　遥仁 さん 千葉市立都賀小学校 2年

島岡　修斗 さん 市原市立市原小学校 3年 大橋　心音 さん 市原市立京葉小学校 3年

宮里　東子 さん 船橋市立習志野台第二小学校 2年 渡邉　尊琉 さん 市原市立有秋西小学校 3年

古屋　真奈美 さん 国府台女子学院小学部 3年 秋田　蓮美 さん 市原市立八幡小学校 1年

井上　愛茉 さん 市川市立冨貴島小学校 2年 原田　成琉 さん 市原市立八幡小学校 1年

德田　七海 さん 市川市立大和田小学校 2年 小串　菜月 さん 市原市立青葉台小学校 3年

大久保　愛弓 さん いすみ市立中川小学校 1年 枝　真汎 さん 浦安市立東小学校 2年

今関　　愛 さん いすみ市立中川小学校 1年 山賀　翔太 さん 市原市立菊間小学校 3年

【小学生高学年の部】 【小学生高学年の部】

井上　智暖 さん 市原市立若宮小学校 4年 荒井 愛奈 さん 白井市立桜台小学校 6年

齋藤　優真 さん 市原市立若宮小学校 5年 石飛　美織 さん 鎌ヶ谷市立五本松小学校 6年

白井　さくら さん 市原市立八幡小学校 6年 山田　将聖 さん 市原市立石塚小学校 6年

大園　美結 さん 市原市立京葉小学校 4年 渡邉　力也 さん いすみ市立東海小学校 5年

瀧田　　旭 さん 市原市立有秋東小学校 5年 皆川　晴菜 さん 鎌ヶ谷市立道野辺小学校 5年

小野　紗花 さん 市原市立有秋東小学校 6年 倉富　康平 さん 市川市立信篤小学校 5年

栗原　　悠 さん 市原市立市原小学校 6年 奥野　優菜 さん 市原市立石塚小学校 6年

向井　理子 さん 市原市立市原小学校 6年 古川　珠奈 さん 市原市立菊間小学校 6年

宇佐見　桜 さん 千葉市立寒川小学校 5年 武藤  瑠莉 さん 白井市立桜台小学校 5年

畑　希実 さん 市原市立清水谷小学校 4年 西村　真登 さん 市原市立国分寺台西小学校 5年

【中学生の部】 【中学生の部】

山田　亜由子 さん 市川学園市川中学校 3年 栗本　多笑 さん 浦安市立高州中学校 2年

伊藤　千晴 さん 市川学園市川中学校 3年 安藤　晃朗 さん 市原市立若葉中学校 2年

渡邉　元基 さん 浦安市立日の出中学校 1年 賀曽利　拓実 さん 市原市立五井中学校 2年

水谷　優希 さん 鎌ヶ谷市立第四中学校 1年 吉野　あゆか さん 市原市立若葉中学校 2年

槇　友里亜 さん 千葉市立土気南中学校 2年 磯村　あかり さん 松戸市立第六中学校 2年

髙橋　鈴佳 さん 千葉市立土気南中学校 2年 長尾　拓海 さん 市原市立若葉中学校 2年

御園　桃佳 さん 千葉市立土気南中学校 3年 竹田　真亜 さん 浦安市立日の出中学校 1年

石倉　香穂 さん 市原市立若葉中学校 3年 小林　冴佳 さん 松戸市立第六中学校 3年

岩城　佳奈 さん 成田市立西中学校 1年 大浦　理奈 さん 松戸市立第六中学校 3年

清水　　愛 さん 松戸市立小金南中学校 2年 伊佐　拓馬 さん 松戸市立第六中学校 1年

○ポスター部門 ○標語部門



【一般の部】 【一般の部】

江波戸　かおり さん 船橋市 芳川　都紀子 さん 松戸市

韮澤　あかり さん 千葉市立千葉高等学校 2年 小野　みどり さん 習志野市

二見　　槙 さん 印西市 北村　千枝子 さん 浦安市

藤ノ木　真穂 さん 千葉県立市川南高等学校 2年 小島　桃花 さん 植草学園大学附属高等学校 1年

大村　侑代 さん 千葉県立市川南高等学校 1年 本間　京子 さん 松戸市

高橋　美枝 さん 松戸市

加藤　恵美子 さん 市川市

松下　久美子 さん 市川市

米川　佳那 さん 市川市

赤松　沙織 さん 松戸市

○ポスターの部 ○標語の部


