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「あったかい風をみんなで吹かそう缶バッジデザインコンクール」の 
審査結果および表彰式のお知らせ 

  

１ 審査結果 

部門 最優秀賞 優秀賞 優良賞 佳作 計 

小学校低学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

小学校中学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

小学校高学年の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

中学・高校生の部 １ ３ ３ １５ ２２ 

 

【最優秀作品】 

＜小学校低学年の部＞ ＜小学校中学年の部＞ ＜小学校高学年の部＞ ＜中学・高校生の部＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 募 集 

  （１）期間  令和元年７月～９月 

  （２）周知  県内全学校にチラシを送付し、児童生徒に配布 

 

３ 応募状況 

小学校低学年の部 ４００点 

小学校中学年の部 ３７１点 

小学校高学年の部 ５４１点 

中学・高校生の部 ２９３点 

合計 １６０５点 

 

４ 審 査 

  鳥取県いじめ問題連絡協議会の参画機関・団体委員による審査を行い入賞者を決定 

 

児童生徒がいじめ防止のための缶バッジデザインを考えることを通して、児童生徒

をいじめに向かわせない、いじめを生まない学校づくりを推進するために実施した

「あったかい風をみんなで吹かそう缶バッジデザインコンクール」の審査結果および

表彰式について、下記のとおりお知らせします。 



５ 表 彰 等  

・各部門の最優秀賞受賞者を対象に、以下の日程で表彰式を実施 

  日時：令和２年２月１２日（水） 午後４時３０分から午後５時 

  場所：西部総合事務所 本館３階 第４会議室 

・優秀賞・優良賞・佳作は表彰式終了後に賞状を送付 

 

６ そ の 他 

 優秀作品については、県の発刊物等のデザインに使用する場合があります。 

 

７ 入賞者一覧 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校低学年の部＞

米原　花恵 米子市立車尾小学校 1年

玉田　賢人 鳥取大学附属小学校 1年 近藤　諒汰朗 米子市立義方小学校 1年

田部　杏 米子市立福米西小学校 2年 庄司　朱里 鳥取市立日進小学校 2年

中村　彪冴 鳥取市立散岐小学校 2年 林　百々花 鳥取市立醇風小学校 2年

川上　藍 大山町立大山西小学校 1年 遠藤　杏 米子市立弓ヶ浜小学校 2年

柳瀬　香音 米子市立福米西小学校 1年 安達　心音 境港市立誠道小学校 2年

高見　葵 米子市立福生西小学校 1年 須田　美桜 鳥取市立河原第一小学校 2年

山根　愛未 倉吉市立上灘小学校 1年 木原　綾姫 米子市立明道小学校 2年

田村　羽絆 倉吉市立明倫小学校 1年 本庄　萌誉 鳥取市立湖山西小学校 2年

福田　結衣 鳥取市立津ノ井小学校 2年 石田　莉晏 米子市立成実小学校 2年

白石　直輝 境港市立上道小学校 2年 川﨑　由葵 琴浦町立八橋小学校 2年

亀岡　結愛 米子市立車尾小学校 2年

前田　夏帆 日南町立日南小学校 3年

森　美月 米子市立成実小学校 3年 川端　琴音 米子市立加茂小学校 3年

小林　尊 米子市立車尾小学校 4年 福安　未都 鳥取市立城北小学校 4年

村津　武 鳥取市立遷喬小学校 4年 岩本　渉愛 琴浦町立八橋小学校 4年

木原　和香 鳥取市立浜坂小学校 3年 上山　陽菜 鳥取市立若葉台小学校 3年

柳瀬　夢空 米子市立福米西小学校 3年 山本　実知 岩美町立岩美南小学校 3年

青木　琉香 鳥取大学附属小学校 3年 近藤　綾乃 米子市立義方小学校 4年

北中　美咲 倉吉市立社小学校 3年 坂中　ゆきな 琴浦町立八橋小学校 4年

濱田　燎平 鳥取市立城北小学校 3年 藤川　真帆 鳥取大学附属小学校 4年

山根　琴乃 鳥取市立城北小学校 3年 聲高　心春 智頭町立智頭小学校 4年

安田　琥羽 米子市立大篠津小学校 3年 竹下　唯吹 鳥取市立湖山西小学校 4年

松本　果椰乃 琴浦町立浦安小学校 3年

優秀賞 優良賞

佳　作 佳　作

最優秀賞

＜小学校中学年の部＞

最優秀賞

優秀賞 優良賞

佳　作 佳　作



 

 

山田　陽和 米子市立車尾小学校 6年

吉岡　更紗 米子市立福米西小学校 5年 河﨑　優良 鳥取市立賀露小学校 5年

山田　桜子 米子市立就将小学校 6年 　松本　奈月　 米子市立成実小学校 6年

中原　悠月 米子市立淀江小学校 6年 高山　菜々子 伯耆町立岸本小学校 6年

濵本　美里桜 鳥取市立遷喬小学校 5年 太田　博登 鳥取県立鳥取盲学校小学部 6年

久保田　恵太 米子市立五千石小学校 5年 藤村　百合菜 倉吉市立河北小学校 6年

小宮山　聖 智頭町立智頭小学校 5年 平田　萌 米子市立淀江小学校 6年

小田　悠晴 米子市立車尾小学校 5年 辻谷　汰央 米子市立車尾小学校 6年

野儀　百花 倉吉市立上小鴨小学校 5年 小磯　歌織 米子市立河崎小学校 6年

山内　飛燕 倉吉市立灘手小学校 5年 福本　翔 米子市立河崎小学校 6年

山内　蒼龍 倉吉市立灘手小学校 5年 会見　心都 倉吉市立成徳小学校 6年

髙橋　響希 米子市立成実小学校 6年

内田　結万 三朝町立三朝中学校 2年

松浦　礼奈 鳥取大学附属中学校 2年 足立　莉緒菜 湯梨浜町立湯梨浜中学校 1年

河村　晶穂 三朝町立三朝中学校 2年 乗本　美桜 南部町立法勝寺中学校 2年

岩田　春満 南部町立南部中学校 2年 綱本　結菜 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 2年

田中　沙渚 鳥取市立北中学校 1年 高橋　陽桜 三朝町立三朝中学校 3年

森井　和音 米子市立福米中学校 1年 山本　瑠南 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 2年

矢田貝　萌乃果 米子市立加茂中学校 2年 北川　真希 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 3年

小淵　翔子 鳥取市立北中学校 2年 辰井　凜香 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 3年

中川　香乃 鳥取市立江山中学校 2年 青木　優奈 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 3年

福田　華生 三朝町立三朝中学校 2年 有澤　希恵 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 3年

藤井　結子 鳥取市立西中学校 3年 谷口　奏美 鳥取県立鳥取湖陵高等学校 3年

水本　紗亜弥 鳥取大学附属中学校 3年

最優秀賞

優秀賞 優良賞

＜小学校高学年の部＞

＜中学・高校生の部＞

佳　作 佳　作

最優秀賞

優秀賞 優良賞

佳　作 佳　作


