
【絵画・デザイン部門】

特別賞 題　名 氏名 学年 居住市町村名

にじいろのうみ 織田　春伸 小1 鳥取市

未来の世界 安部　遥日 小3 米子市

今年も上出来！ 望月　彩永 小6 米子市

○ オニヤンマ空高く 山根　宗一郎 中1 鳥取市

私の魔窟 谷口　紗菜 中2 鳥取市

夏の香り 中原　来実 中3 米子市

【書写部門】

特別賞 題　名 氏名 学年 居住市町村名

たか 山根　知夏 小2 大山町

未来 米原　花恵 小4 米子市

主役 細田　結月 小5 米子市

天命 田中　真由 中1 米子市

万葉の郷 槙野　可望亜 中2 米子市

○ 国際親善 石田　悠真 中3 米子市

【写真部門】

特別賞 題　名 氏名 学年 居住市町村名

ずっとともだちだよ 森　文太郎 小1 鳥取市

目の中の仲間たち 田中　えな 小4 鳥取市

妹のおやつタイム 野見　育生 小5 倉吉市

○ 夏のおわりの海 安達　陽人 中1 大山町
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向かってくるものは 宮本　紗采 中2 倉吉市

release 小谷　空我 中3 鳥取市



【絵画・デザイン部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村

ワニといっしょに日光よく 井上　 桜 小2 鳥取市

ちょうちょの気持ち 奥田　皐暉 小2 鳥取市

はばたけ！にじ色トンボ 太田　岬 小2 米子市

たくさんのほおずき 村上　隼二 小3 鳥取市

フクロウと月 山根　優芳 小3 米子市

にじ色のライオン 花池　志緒理 小4 倉吉市

鯨 定岡　音葉 小5 米子市

頂上へ 伊藤　晶子 小6 米子市

夕暮れの東郷池 加藤　弘大 小6 倉吉市

ぼくの頭の中 岩倉　葵 中1 米子市

海岸にひっそりと咲くオニユリ 中島　玲奈 中1 米子市

猫カフェにて 口　里菜 中2 米子市

イカ焼きと弟の夏 山本　朱樹 中2 倉吉市

華に導かれて 富谷　悠生 中3 米子市

欲望 前田　わかな 中3 琴浦町

【書写部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村

わに 藤後　瑛心 小1 大山町

さんご 林原　みか 小2 境港市

ゆめ 森田　琴音 小2 大山町

つりざお 髙梨　凛ノ介 小3 境港市

引力 濵田　結羽 小3 境港市

大地 山根　航大 小4 米子市

太陽 片岡　彩希 小6 米子市
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風波 藤原　朔太郎 小6 米子市

発芽の時 美甘　唯 小6 大山町

世界 塚田　咲月 中1 米子市

心技 角森　彩織 中1 米子市

誠意 山本　百恵 中1 米子市

芸術 佐々木　由愛 中2 米子市

散歩 坂本　有 中2 琴浦町

平和条約 河上　由依 中2 大山町

平和宣言 竹田　華楽 中3 米子市

理想探究 堀口　すみれ 中3 米子市

【写真部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村

水あそびきもちー 国山　慶次 小2 大山町

バックします。ご注意ください 高田　慈英 小3 鳥取市

きれいなクモ 小早川　羽瑠 小4 米子市

虹色のトンネル 谷口　朔 小5 鳥取市

お手伝い 松本　瑛太 小5 日野町

只今、反省中・・・。 大柄　真琴 中1 大山町

見つけったっ♡ 八橋　伍 中1 伯耆町

涙と汗がにじむ１日 小池　穂高 中2 大山町

真夜中の炎 富谷　ここの 中2 大山町

夕日 原田　羚織奈 中3 鳥取市

海岸通り 松本　隼人 中3 日野町



【絵画・デザイン部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

くものうえのまち 河﨑　ひばり 小1 鳥取市

おおきなさかなのおなかのなかであそんだよ 山田　想輔 小1 鳥取市

むしとなかよし 吉田　聡太 小1 鳥取市

海の生きものとび出した 岡森　葵音 小2 八頭町

あじさいがいっぱい 尾島　琴音 小2 八頭町

たけのこぐん！ 杉本　奏汰 小2 八頭町

牛さんえさをたべてね 平木　正忠 小2 八頭町

ドラゴンとキャンプをしたよ 山本　新 小2 八頭町

光できれいなモチモチの木 吉田　佳乃子 小3 鳥取市

ライラックのさく庭 山根　縁 小3 米子市

山菜やたけのこの里 吉岡　誠貴 小3 倉吉市

お魚さんとわたしと友だち 表　夕杏 小3 八頭町

ぼく　かっこいいでしょ 田中　紗輝 小3 八頭町

魚をつかまえたよ 青島　聖 小3 北栄町

PEACE 夜見　優希 小4 米子市

オクラの収穫 遠藤　陽愛 小4 境港市

静かな時間の中で 宮本　昌治 小5 倉吉市

好きな場所 安田　琥羽 小6 米子市

伯耆富士 北谷　翔 小6 倉吉市

森にたたずむ神社 中合　泰夢 小6 倉吉市

「はじめっ！」 濵田　楓 小6 境港市

暗闇に光る目 若林　千聖 小6 境港市

大山町のシンボル～からすてんぐ～ 田中　千尋 小6 大山町

沢登り（大山甲川） 田邊　采美 小6 南部町

朝陽 垣田　菜々子 中1 鳥取市

一緒に 宮﨑　大和 中1 鳥取市

海の王国 ディナウドン　茉彩 中1 米子市

紅蓮昇龍 岩佐　拓実 中1 境港市

菜食主義 松村　薫乃 中2 鳥取市
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海岸から見る朝焼け 安達　めい 中2 米子市

メッセージ 井上　和奏 中2 米子市

はじめてのプール 盛山　琴花 中2 琴浦町

鰐 高木　颯介 中3 鳥取市

自然に囲まれた岩屋堂 前住　憩 中3 若桜町

明日への出発 谷本　晴彦 中3 北栄町

【書写部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

にじ 河﨑　ひばり 小1 鳥取市

ことり 大谷　采子 小2 米子市

しか 野坂　光 小2 米子市

ともだち 林　光南 小2 米子市

にわ 作野　みなも 小2 境港市

はれ 清水　ミチル 小2 境港市

ほん 酒井　琴美 小2 大山町

みき 福本　一希 小2 大山町

山ざくら 見　舞海 小3 鳥取市

とざん 富永　朝日 小3 米子市

おまつり 渡 　光里 小3 境港市

平和 吹野　環 小4 米子市

生花 山本　果歩 小4 米子市

快活 坪野　帆果 小4 境港市

気力 藤井　陽菜 小4 境港市

生きる力 村上　菜々海 小4 大山町

美化 藤原　龍之介 小5 米子市

台風 河上　あさ美 小5 境港市

未知 國谷　文乃 小5 大山町

進歩 田村　心羽 小6 鳥取市

故郷 西村　羽詩 小6 鳥取市

秋空 野坂　幸 小6 米子市

自然科学 久保　陽花 小6 倉吉市



実現 永川　嬉來 小6 倉吉市

行雲 加藤　柚香 中1 鳥取市

流星 鹿原　 衣 中1 米子市

祭典 村上　穂乃実 中1 大山町

桃花 中尾　美咲 中1 江府町

夏至 中本　季菜 中2 米子市

万歳 藤原　柚月 中2 米子市

百花繚乱 吉岡　更紗 中2 米子市

伝統 盛山　琴花 中2 琴浦町

感謝 入江　春奈 中3 岩美町

書美墨香 藤原　咲月 中3 米子市

美文 早田　万桜 中3 倉吉市

古代の書物 松本　恵 中3 境港市

【写真部門】

題　名 氏名 学年 居住市町村名

こうえんのひろばでそくてん 長谷川　凛茉 小1 大山町

大好きな仁風閣 山本　悠葵 小2 鳥取市

葉っぱにのったカナヘビ 持田　比呂 小3 米子市

大山アンパンマン場所 国山　結津 小3 大山町

しゃぼんの中の世界 千葉　晴 小4 鳥取市

アラフォーママの大ジャンプ 藤原　彩倖 小4 境港市

パラソルランドへようこそ 梶川　乃愛 小5 鳥取市

ながーい！ 堀場　心春 小5 鳥取市

夜空の海月 岸　紡生 小5 日南町

防御率１００％ 柳瀬　夢空 小6 米子市

『忍びよる　恐怖』 仲倉　準翔 中1 鳥取市

夏 加藤　結 中1 大山町

鳥と勉強 中田　莉瑚 中1 大山町

涼を感じて 尾川　小都 中2 倉吉市

夕日と仲間と共に 髙山　夢宇斗 中2 倉吉市

複数の人たち 鷦鷯　結愛 中2 伯耆町



ネコ 柳　隼人 中2 伯耆町

船に手を振る少女たち 木本　妃花 中3 鳥取市

森の妖精 鈴木　彩音 中3 鳥取市

さらに強く 松本　恵 中3 境港市

寝落ち 前田　みどり 中3 琴浦町


