
入賞おめでとうございます！

★ポスターの部 ★標語の部

【幼児の部】 【幼児の部】
秋谷 優衣 学校法人鶴岡学園二三ヶ丘幼稚園 年長 古川 遼華 あいりす幼稚園 年長
横山 奏人 学校法人鶴岡学園二三ヶ丘幼稚園 年長 長谷川 一期 弥生幼稚園 年長

佐藤 実優奈 植草学園大学附属弁天こども園 年中 藤野 左帆 弥生幼稚園 年長
齋藤 寧々 そらまめこども園 船橋駅前 年長 渡部 湊仁 弥生幼稚園 年長
高久 真奈 あいりす幼稚園 年長 皆川 柚月 弥生幼稚園 年長
山下 璃世 あいりす幼稚園 年長 前田 栞里 弥生幼稚園 年中
辰己 豊 あいりす幼稚園 年長 生島 実佳 弥生幼稚園 年中

大槻 麗良 あいりす幼稚園 年長 阿部 朱莉 弥生幼稚園 年中
蛯名 翔奏 あいりす幼稚園 年長 立川 陽大 弥生幼稚園 年中
中野 琴巴 まこと東幼稚園 年長 皆川 颯大 弥生幼稚園 年少

【小学生低学年】 【小学生低学年】
佐藤 優那 三郷市立高洲東小学校 2年 猪股 弥生 松戸市立八ケ﨑小学校 3年
荒井 文翔 白井市立七次台小学校 3年 中村 隼 市原市立有秋東小学校 2年

冨士 和々花 白井市立七次台小学校 3年 富川 正博 松戸市立馬橋小学校 3年
佐藤 真優奈 千葉市立弁天小学校 2年 林 樹輝 松戸市立馬橋小学校 3年
高嶋 彩菜 船橋市立法典小学校 1年 芳賀 夏音 松戸市立馬橋小学校 3年
二瓶 季花 鎌ケ谷市立南部小学校 2年 大川 詩織 松戸市立馬橋小学校 3年
吉田 詩 船橋市立法典東小学校 2年 窪田 玲 千葉市立花園小学校 2年

永井 秀弥 流山市立おおたかの森小学校 2年 西本 采未 印西市立西の原小学校 1年
川中子 寧音 松戸市立古ケ崎小学校 3年 波多野 莉帆 鎌ケ谷市立五本松小学校 3年
梅澤 美緒 市原市立湿津小学校 2年 芳賀 理咲子 私立千葉日本大学第一小学校 1年

【小学生高学年】 【小学生高学年】
出盛 琉瀬奈 白井市立七次台小学校 5年 杉山 小夏 市川市立宮田小学校 6年
A.G.ルツミ 白井市立七次台小学校 6年 木島 輝 千葉市立打瀬小学校 4年
澤 良誓 白井市立七次台小学校 6年 児玉 杏 千葉市立打瀬小学校 4年

大森 美咲 市原市立若葉小学校 4年 鈴木 暖人 松戸市立馬橋小学校 4年
渡邉 桃 市原市立辰巳台西小学校 4年 白石 彩 松戸市立馬橋小学校 6年

高嶋 菜々香 船橋市立法典小学校 5年 小園 来粋 市原市立国分寺台東小学校 4年
瀧山 柚葉 船橋市立法典東小学校 6年 渡辺 悠 市原市立国分寺台東小学校 4年

大塚 日向乃 船橋市立法典東小学校 6年 源元 綸汰朗 千葉市立検見川小学校 4年
中島 裡央 松戸市立古ケ崎小学校 5年 吉田 柚希 千葉市立検見川小学校 4年
平垣 莉奈 松戸市立古ケ崎小学校 6年 原田 結衣 千葉市立柏井小学校 4年

【中学生】 【中学生】
鈴木 愛美 松戸市立和名ケ谷中学校 2年 元吉 輝 いすみ市立岬中学校 1年
斉藤 彩乃 市原市立ちはら台南中学校 2年 金綱 祐衣奈 いすみ市立岬中学校 1年
永井 千尋 松戸市立第二中学校 1年 森川 慶一 いすみ市立岬中学校 1年
原 雛希 成田市立西中学校 2年 三橋 由依 いすみ市立岬中学校 1年

湯浅 美布 成田市立西中学校 2年 幸島 明音 いすみ市立岬中学校 1年
江渡 ももか 成田市立西中学校 1年 山口 結大 いすみ市立岬中学校 1年
鈴木 七星 千葉市立朝日ケ丘中学校 2年 橋本 詩祈 千葉市立山王中学校 2年

永石 あかね 松戸市立小金中学校 2年 横内 優菜 国府台女子学院中学部 3年
石部 栞里 松戸市立小金中学校 2年 馬場 遥太郎 習志野市立第一中学校 2年
藤澤 知子 松戸市立小金中学校 2年 稲村 文音 船橋市立若松中学校 2年

【一般】 【一般】
江波戸 かおり 船橋市 松田 正美 市川市
吉田 富治夫 市原市 小山 智美 松戸市
柴田 みゆ 県立千葉西高等学校 3年 川名 健史 千葉市
清水 真奈 県立千葉西高等学校 3年 安田 三貴也 千葉市
追川 彩 麗澤高等学校 2年 赤松 薫 印西市

松山 ゆきの 市川市 青山 裕子 船橋市
中川 柚季 県立千葉女子高等学校 1年 安藤 久仁子 市原市
佐藤 由梨 県立千葉女子高等学校 1年 内海 菊代 船橋市
杉本 奏樂 千葉明徳高等学校 2年 手嶋 忠和 市川市
髙松 綾音 千葉明徳高等学校 2年 柴田 勇守 私立成田高等学校 2年

佳 作 入 賞 者 の み な さ ま


