
１年	 100てんめざすぞ　ラジオたいそう	 中津川市	 西小	 相場　純
２年	 ぼくのクロールせつめいしょ	 輪之内町	 大薮小	 河合　輝空
３年	 習字	 岐阜市	 黒野小	 玉木　翔有
４年	 風りん	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　亮
５年	 幸せを感じる時間	 瑞浪市	 日吉小	 浅井　胡粋
６年	 おばあちゃんの感じ方	 岐阜市	 則武小	 杉山　円佳

特選 佳作

１年	 うみ	 岐阜市	 藍川小	 中島　心美
２年	 ラジオ体そう	 岐阜市	 岩小	 丹羽　玲菜
２年	 大はっけん	 岐阜市	 長森西小	 いとう　しおん
２年	 わたしの夏休み	 大垣市	 中川小	 加納　千聖
２年	 ボリボリきゅうり	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　南
３年	 じいちゃんばあちゃん	 羽島市	 桑原学園	 田中　唯翔
３年	 ながしそうめん	 大垣市	 中川小	 松野　恵大
３年	 夜しゃが池マラニックおうえん	 神戸町	 神戸小	 水野　裕成
３年	 海の中の世界	 神戸町	 下宮小	 大井　葵葉
３年	 せ泳ぎ二十五メートル	 中津川市	 西小	 相場　響
４年	 うさぎの飼育当番	 羽島市	 竹鼻小	 澁谷　有咲
４年	 ぼくの暑い一日	 大垣市	 宇留生小	 木幡　真雄
４年	 とくど	 安八町	 結小	 梶井　洸晟
４年	 かわいいふくろう	 安八町	 結小	 髙木　大輔
５年	 打ち上げ花火	 岐阜市	 岩小	 今村　陽華
５年	 きれいな町	 神戸町	 下宮小	 𠮷田　奈央
５年	 秋の入り口	 安八町	 結小	 髙木　克徳
６年	 波に乗りたい夏	 岐阜市	 岐阜小	 中西　真尋
６年	 特別な野菜	 羽島市	 竹鼻小	 香田　笑夢
６年	 ありがとうの気持ち	 神戸町	 南平野小	 村西　美優
６年	 バッテリー2017	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　快

詩部門

県内全域
から，詩が

513 点，

作文（絵日
記）が1,0

36 点の

応募があり
ました。

ありがとう
ございまし

た。



５年	 忘れない	 岐阜市	 徹明さくら小	 林　真里佳
５年	 夏	 岐阜市	 藍川小	 有川　乃愛
５年	 とうもろこし	 岐阜市	 藍川小	 市岡　陽太
５年	 長良川花火大会	 岐阜市	 藍川小	 高木　志歩
５年	 板取	 岐阜市	 藍川小	 田中　優
５年	 ひまわりと夕日	 羽島市	 竹鼻小	 榮　雛花
５年	 大相撲	 大垣市	 東小	 岩田　花林
５年	 楽しかった夏祭り	 神戸町	 下宮小	 関野　葵
５年	 養老鉄道にのって	 神戸町	 下宮小	 林　佑真
５年	 花火	 神戸町	 下宮小	 福田　菜月
５年	 楽しかったぼんおどり	 神戸町	 下宮小	 宮嶋　真心
５年	 福井の海	 神戸町	 下宮小	 𠮷田　琥太郎
５年	 生きているから	 神戸町	 下宮小	 若園　龍世
５年	 空から見守っている	 神戸町	 下宮小	 和田　珠佳
５年	 伝統的なぼんおどり	 神戸町	 北小	 清水　来地
６年	 私のお盆	 岐阜市	 岩小	 小椋　美沖
６年	 対戦相手	 岐阜市	 藍川小	 小林　都加紗
６年	 大都会と田舎	 岐阜市	 藍川小	 杉山　みのり
６年	 夏といえば	 岐阜市	 藍川小	 馬場　惇生
６年	 やもり	 岐阜市	 藍川小	 松原　優菜
６年	 めがねはすごい	 岐阜市	 藍川小	 山田　祥太郎
６年	 楽しさと恐怖のお化け屋しき	 岐阜市	 藍川小	 渡邉　丞之介
６年	 夏の思い出	 羽島市	 竹鼻小	 木戸　晨大郎
６年	 楽しみだった母のふるさと	 岐南町	 北小	 伊藤　愛華
６年	 七並べ	 岐南町	 北小	 岩田　晃生
６年	 楽しみと恐怖のウォータースライダー	 岐南町	 北小	 榎本　あい
６年	 太陽と家族のにらめっこ	 岐南町	 北小	 佐藤　友亮
６年	 学校の時間、夏休みの時間	 養老町	 広幡小	 児玉　和花
６年	 ぼくとお父さんの貴重な休日	 神戸町	 北小	 後藤　れん
６年	 世界一のかがやき	 安八町	 結小	 清本　真央
６年	 うず潮体験	 安八町	 結小	 高橋　亨任
６年	 わたしのいとこ	 安八町	 結小	 松尾　和奏

１年	 あおいシールの　たび	 岐阜市	 厚見小	 松野　優月
１年	 さっかーぼーる	 岐阜市	 藍川小	 小金井　煌誠
１年	 なつまつり	 岐阜市	 藍川小	 髙井　廉凰
１年	 なつやすみ	 安八町	 結小	 まちだ　いくと
２年	 スイカ	 岐阜市	 日野小	 わたなべ　そう太
２年	 ねぼすけのせみ	 岐阜市	 島小	 尾村　悠稀
２年	 おもしろいものがいっぱい	 岐阜市	 島小	 勝山　昊
２年	 ぼくのやさい	 岐阜市	 島小	 澤田　瑛太
２年	 夏のよる	 岐阜市	 藍川小	 浅野　大生
２年	 いるかのメイちゃん	 羽島市	 足近小	 髙野　晴貴
２年	 ドキドキけんてい	 羽島市	 桑原学園	 くろ田　ななみ
２年	 夏休みのプール	 羽島市	 桑原学園	 寺倉　妃莉
２年	 きょうぎかいし	 大垣市	 川並小	 高橋　凪咲
２年	 はじめてのわだいこ	 大垣市	 中川小	 松原　唯華
２年	 おかあさんのえがお	 養老町	 広幡小	 児玉しんのすけ
２年	 すいかわり	 神戸町	 神戸小	 ふか貝　よし広
２年	 ほたるとぼく	 神戸町	 南平野小	 村西　健吾
３年	 アジアの平和	 岐阜市	 本荘小	 金子　和佳奈
３年	 見て、見て、鳥のぎょうれつだ	 岐阜市	 藍川小	 面手　歩
３年	 かえる	 岐阜市	 藍川小	 佐藤　康成
３年	 わたしのあいぼう	 岐阜市	 藍川小	 清水　日和
３年	 水族館	 岐阜市	 藍川小	 長谷部　瑛大
３年	 わくわく夏休み	 羽島市	 竹鼻小	 森　瑚桜
３年	 水ふうせん	 羽島市	 桑原学園	 伊藤　裕士
３年	 モグラの花火	 羽島市	 桑原学園	 岡田　一瞳
３年	 上高地のさる	 羽島市	 桑原学園	 馬場　悠生
３年	 プール	 羽島市	 桑原学園	 吉村　綾菜
３年	 がんばった二十五メートル	 神戸町	 下宮小	 伊藤　花乃亜
３年	 金か山に登ったよ	 神戸町	 下宮小	 宇野　智裕
３年	 水泳大会	 神戸町	 下宮小	 傍嶋　さくら
３年	 シュノーケリング	 神戸町	 下宮小	 髙田　あやか
３年	 家族りょ行	 神戸町	 下宮小	 中井　のい
３年	 せいちょうした夏	 神戸町	 下宮小	 安田　そら
３年	 バレーボールのおとまり会	 神戸町	 下宮小	 山川　さら
３年	 年に一度の大ぶ台	 安八町	 結小	 𠮷田　悠馬
３年	 花火	 池田町	 宮地小	 木原　そうすけ
３年	 大すきな水泳	 池田町	 宮地小	 ふじ田　はな
４年	 あの町へ	 岐阜市	 長良小	 渡邊　蒼太
４年	 りく上教室	 岐阜市	 木田小	 山本　陽花
４年	 ラジオ体操	 岐阜市	 黒野小	 石原　樹彦
４年	 初めてのお盆	 岐阜市	 長良東小	 永野　修平
４年	 ご先祖様が帰ってくるよ	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小	 浅野　伶奈
４年	 セミと合しょう	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小	 澤田　琴乃
４年	 わたしのいとこ	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小	 西口　民恵
４年	 ぼくはアイスのサンプル	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小	 前田　尚輝
４年	 新たな命	 羽島市	 足近小	 永田　雅治
４年	 カヤックデビュー	 大垣市	 静里小	 稻川　拓磨
４年	 夏の海	 大垣市	 中川小	 山中　琉翔
４年	 いび川	 神戸町	 神戸小	 富田　伊吹
４年	 ラジオ体操	 神戸町	 北小	 池澤　凜

入選



１年	 ぷうるに　いきました	 岐阜市	 木田小	 なかお　はなか
１年	 こうじょうに　いったよ	 岐阜市	 岩小	 にわ　ちなり
１年	 ふれあいこんちゅうかん	 岐阜市	 岩小	 まつお　りょうた
１年	 かわあそび	 岐阜市	 岩小	 みやぎ　そら
１年	 あすれっちっくの　はし	 岐阜市	 鏡島小	 青山　千笑
１年	 さふぁりぱあく	 岐阜市	 鏡島小	 飯田　悠生
１年	 おちゃの　たいけん	 岐阜市	 鏡島小	 井奈波　美侑
１年	 あつかったけど	 岐阜市	 鏡島小	 下村　朱理
１年	 みずあそび	 岐阜市	 鏡島小	 鈴木　朝陽
１年	 よぞらいっぱい	 岐阜市	 鏡島小	 坪　悠佳
１年	 うみ	 岐阜市	 鏡島小	 眞鍋　伽漣
１年	 おおきな　はなび	 岐阜市	 鏡島小	 水野　晏慈
１年	 よせうえたいけん	 岐阜市	 鏡島小	 矢野　結都
１年	 しら玉だんごづくり	 岐阜市	 厚見小	 松野　優月
１年	 うみで　あそぶ　ぼく	 岐阜市	 柳津小	 あだち　はるま
１年	 いるかじまに　あそびに　いきました	 岐阜市	 柳津小	 いわた　さら
１年	 プール	 岐阜市	 柳津小	 うえだ　そうま
１年	 すいぞくかんに　いって　いるかショーを　みたよ
	 	 岐阜市	 柳津小	 えさき　もにか
１年	 なつちゃれんじに　いったよ	 岐阜市	 柳津小	 かとう　いちか
１年	 かぞくみんなで　おきなわ	 岐阜市	 柳津小	 かわぐち　れいね
１年	 たのしかった　さかなつり	 岐阜市	 柳津小	 かわむら　ちゅうや
１年	 すまいるで　ごはんを　つくりました	 岐阜市	 柳津小	 ごとう　かな
１年	 さかなと　くらげの　かんさつ	 岐阜市	 柳津小	 すずき　ゆうし
１年	 ぼくの　かぶとむしの　めすと　おす	 岐阜市	 柳津小	 たけうち　はやと
１年	 リトルマーメイド	 岐阜市	 柳津小	 てらじま　くうあ
１年	 はなびを　みたよ	 岐阜市	 柳津小	 なかしま　まおん
１年	 うみを　みたよ	 岐阜市	 柳津小	 はたの　ゆめ
１年	 いとこと　あそんだよ	 岐阜市	 柳津小	 はやし　れな
１年	 かつやまの　きょうりゅうはくぶつかんに　いった
	 	 岐阜市	 柳津小	 ふくい　りゅうま
１年	 しばまさプール	 岐阜市	 柳津小	 みつかわ　ことあ
１年	 なんごうすいさんせんたーに　いったよ
	 	 岐阜市	 柳津小	 よこやま　みく
１年	 はなびたいかいに　いったよ	 羽島市	 竹鼻小	 堀　紗矢香
１年	 いとこの　たんじょうびかい	 羽島市	 桑原学園	 おくだ　さゆ
１年	 かばの　すいぞくかん	 各務原市	 那加第二小	 伊藤　大翔
１年	 フェリーから　みた　けしき	 各務原市	 那加第二小	 吉良　健
１年	 アサガオの　たね	 各務原市	 那加第二小	 祖父江　栞
１年	 くわがたを　みつけたよ	 各務原市	 各務小	 桐井　吟太
１年	 どの　のり？	 各務原市	 各務小	 前原　陽夏
１年	 あかせん三ぼんに　なったよ	 山県市	 梅原小	 うの　あいり
１年	 かわあそび	 山県市	 梅原小	 かわむら　えいと
１年	 はなびたいかいに　いったよ	 山県市	 梅原小	 やまだ　ゆうと
１年	 とばすいぞくかんへ　いったよ	 瑞穂市	 中小	 臼井　椿
１年	 おとまりかい	 本巣市	 席田小	 大熊　快和
１年	 ひゃくめえとる　およいだよ	 本巣市	 席田小	 上谷　心菜
１年	 おあしすぱぁく	 本巣市	 席田小	 堀部　真生
１年	 いとこと　いっしょに　おんせんに　いったよ
	 	 本巣市	 土貴野小	 いぬかい　そな
１年	 すいぞくかんに　いったよ	 本巣市	 土貴野小	 まつばら　ゆうか
１年	 なるさわひょうけつ	 本巣市	 土貴野小	 めかた　ゆうと
１年	 4だんかさねの　ほっとけーき	 岐南町	 西小	 岩田　ましろ
１年	 いろんな　きょうりゅうが　いっぱい　いました
	 	 岐南町	 西小	 二村　陸斗
１年	 キャンプへ　いきました	 岐南町	 北小	 加藤　嘉人
１年	 うみほたるから　うみを　みたよ	 大垣市	 安井小	 小川　皓樹
１年	 はじめての　おみそしる	 大垣市	 安井小	 川合　璃子
１年	 はじめて　キャンプに　いったよ	 大垣市	 安井小	 髙木　心乃椛
１年	 はなびたいかいに　いったよ	 大垣市	 安井小	 髙木　虹来
１年	 はじめての　ラジオたいそう	 大垣市	 安井小	 鳥﨑　菜月
１年	 えにっき	 養老町	 広幡小	 おくだ　ゆうき
１年	 プール	 養老町	 上多度小	 たなか　ゆうと

入選

１年	 きれいなはなび	 岐阜市	 鏡島小	 仲間　朱亜
１年	 あげはちょうのかんさつ	 岐阜市	 柳津小	 大蔦　昂志
１年	 50メートルおよげたよ	 羽島市	 桑原学園	 山田　梨桜
１年	 すいかがなるかな	 各務原市	 川島小	 苅谷　裕司
１年	 いっしょにつくったよ	 高山市	 江名子小	 滝下　夢來
２年	 プールがんばったよ	 岐阜市	 岩小	 西川　智貴
２年	 大好きなおじいちゃん、おばあちゃん	 土岐市	 土岐津小	 宮地　利奈
３年	 ぼくカニ合せん、決せんの月曜日	 大垣市	 多良小	 三輪　凱輝
５年	 三日間お母さん	 岐阜市	 岩小	 大野　衣茉里
６年	 平和を願うということ	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　快

特選

作文部門

１年	 バレエのはっぴょうかい	 岐阜市	 岩小	 かとう　めろ
１年	 だいすきなえだまめ	 岐阜市	 岩小	 まつうら　ののん
１年	 たのしかったうみ	 岐阜市	 柳津小	 おがわ　かんな
１年	 シーラカンスがいたよ	 岐阜市	 柳津小	 小川　城治
１年	 すいみんぐにいきました	 岐阜市	 柳津小	 しばた　あゆな
１年	 かわあそび	 岐阜市	 柳津小	 なかしま　そうき
１年	 でんしゃでおでかけ	 岐阜市	 柳津小	 はるもと　こうたろう
１年	 たのしかったききゅう	 岐阜市	 柳津小	 よこやま　じゅきと
１年	 せみのいたずら	 岐阜市
	 	 岐阜大学教育学部附属小	 加納　聖也
１年	 はなび	 羽島市	 桑原学園	 にしざき　せいや
１年	 キャンプにいったよ	 山県市	 梅原小	 わだ　あいる
１年	 おばあちゃんのいえ	 瑞穂市	 牛牧小	 堀　悠然
１年	 くじらぶね　よっかいちまつり	 本巣市	 席田小	 堀部　唯万里
１年	 げんきな　かえる	 岐南町	 西小	 加門　五宇
１年	 ないている　おとうと	 岐南町	 西小	 棚村　海音
１年	 すいかわりしたよ	 岐南町	 西小	 横山　莉々香
１年	 つるが　からまってる !!	 大垣市	 安井小	 粟野　光貴
１年	 きれいになるといいな	 大垣市	 安井小	 清水　翼
１年	 えにっき	 養老町	 広幡小	 いとう　やすお
１年	 おはかまいり	 垂井町	 府中小	 かわぐち　こう
１年	 おきょう	 垂井町	 府中小	 そね　まりか
１年	 プール	 垂井町	 府中小	 のむら　そうし
１年	 のうりょうさい	 垂井町	 府中小	 みなみたに　いご
１年	 おはかまいり	 垂井町	 府中小	 やまかわ　とあ
１年	 おとうとと、みずあそびをしたよ	 揖斐川町	 揖斐小	 なかむら　みう
１年	 おこめとぎ	 瑞浪市	 稲津小	 神田　岳
１年	 プール	 高山市	 江名子小	 中田　孝樹
２年	 とうろうながし	 岐阜市	 岩小	 大の　こはく
２年	 おとうさんってすごいな	 岐阜市
	 	 岐阜聖徳学園大学附属小	 青山　結奏
２年	 たん生日	 羽島市	 桑原学園	 大橋　佑成
２年	 おとまり	 大垣市	 中川小	 小野　琴音
２年	 はじめて知ったこと	 神戸町	 神戸小	 川本　奈緒
２年	 わたしの通学ろのゴミ0うんどう	 神戸町	 南平野小	 名和　氷鏡
２年	 ほしのすべりだい	 大野町	 北小	 長岡　来心
２年	 おいしい思い出	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　南
３年	 クロール二十五メートル合格！	 垂井町	 垂井小	 村西　温仁
３年	 え顔のリレー	 神戸町	 北小	 藤原　優花
３年	 がんばった水泳	 安八町	 結小	 堀　伸圭
４年	 ありがとう、さようなら	 岐阜市	 七郷小	 村瀬　未來
４年	 下呂病院見学のこと	 下呂市	 下呂小	 熊﨑　亮
５年	 中国に行って	 安八町	 結小	 車戸　敬太
６年	 防災キャンプで学んだ事	 各務原市	 鵜沼第二小	 木俣　心乃華

佳作



２年	 ながしそうめん	 各務原市	 蘇原第一小	 田中　はると
２年	 ブルーベリーがり	 各務原市	 蘇原第一小	 長せ　りお
２年	 ひまわり花さいた	 各務原市	 蘇原第一小	 はぎはら　ももか
２年	 つり	 各務原市	 蘇原第一小	 はせがわ　たいち
２年	 ボリショイサーカス	 各務原市	 蘇原第一小	 ほぼ　はなり
２年	 20ごう大花火	 各務原市	 蘇原第一小	 山田　おうすけ
２年	 およぎがとくいなカエルくん	 神戸町	 神戸小	 つか本　りくと
２年	 夏休みの思い出	 池田町	 温知小	 小川　真央
２年	 夏の思い出	 関市	 下有知小	 千田　結明花
３年	 歴史はく物館	 岐阜市	 岩小	 奥田　和久
３年	 クロールのとっくん	 岐阜市	 岩小	 春田　萌結
３年	 がんばった水泳教室	 岐阜市	 藍川小	 花田　凛
３年	 八月十五日	 羽島市	 桑原学園	 青木　咲鷹
３年	 夏休みの間の自分	 羽島市	 桑原学園	 稲葉　心々寧
３年	 みんなでおるすばん	 羽島市	 桑原学園	 大橋　快次
３年	 「ドキドキをワクワクに」	 大垣市	 宇留生小	 澤田　昂杜
３年	 夏休みのお手伝いにチャレンジ	 池田町	 温知小	 岩下　瑠奈
３年	 ピアノ＆エレクトーン発表会がんばった	 中津川市	 坂下小	 江津　香音
４年	 わたしのボランティア	 岐阜市	 岩小	 西川　結子
４年	 銀行の仕事から、お金について学んだよ	 大垣市	 静里小	 鹿野　涼那
４年	 おばあちゃんとババぬき	 安八町	 名森小	 坂　梨寧
５年	 ひいおばあちゃんとの別れ	 岐阜市	 常磐小	 梅影　紗也
５年	 夏の思い出	 岐阜市	 常磐小	 大平　彩悠那
５年	 甲子園で学んだあきらめない心	 大垣市	 中川小	 加納　慶太郎
５年	 ふくし体験から学んだこと	 大垣市	 中川小	 安田　華菜
５年	 農業体験のおかげで	 坂祝町	 坂祝小	 佐藤　朱音
６年	 小さな小さな卵事件	 岐阜市	 長森北小	 棚橋　宏太
６年	 私の夏休み	 岐阜市	 岩小	 廣渡　菜那
６年	 芭蕉の句碑、ゆかりの地を巡って	 神戸町	 南平野小	 名和　秀晃

１年	 はじめての　あしゆ	 養老町	 上多度小	 てらくら　しの
１年	 ぺたんくを　したよ	 養老町	 上多度小	 みかわ　ゆうしろう
１年	 なごやこう　すいぞくかん	 養老町	 上多度小	 みずたに	しゅんたろう
１年	 ごみひろい	 垂井町	 府中小	 いしかわ　その
１年	 とんぼを　つかまえたよ	 垂井町	 府中小	 いわた　そう
１年	 すいぞくかんへ　いったよ	 垂井町	 府中小	 おの　けいた
１年	 ゆりえん	 垂井町	 府中小	 かしわ　あいり
１年	 さあかす	 垂井町	 府中小	 こでら　まお
１年	 かせきの　はっくつたいけん	 垂井町	 府中小	 つちや　そうへい
１年	 はなびたいかい	 垂井町	 府中小	 みわ　ゆうき
１年	 うみ	 垂井町	 府中小	 わたなべ　にいな
１年	 きれいな　はなび	 神戸町	 下宮小	 宇野　愛理沙
１年	 かぶとむしの　すもうとり	 神戸町	 下宮小	 若園　涼太
１年	 おまつりに　いったよ	 揖斐川町	 揖斐小	 いしはら　なな
１年	 ぺんぎんを　さわったよ	 揖斐川町	 揖斐小	 いちかわ　りおん
１年	 うかいを　みたよ	 揖斐川町	 揖斐小	 くぼた　まな
１年	 ロケットを　つくって　とばしたよ	 揖斐川町	 揖斐小	 たなばし　けいと
１年	 どきどき　らじおたいそう	 揖斐川町	 揖斐小	 はしもと　かな
１年	 らじおたいそうを　したよ	 揖斐川町	 揖斐小	 ほその　さえ
１年	 おじいちゃんと　ラジオたいそう	 揖斐川町	 揖斐小	 ほその　たくま
１年	 こんちゅうを　みたよ	 揖斐川町	 揖斐小	 ほその　まさよし
１年	 わくわく　たいけんたい	 揖斐川町	 揖斐小	 ほその　ゆうたろう
１年	 ひまわりめいろに　いったよ	 揖斐川町	 揖斐小	 やわた　かずは
１年	 まつしますいぞくかん	 大野町	 北小	 井上　小春
１年	 ゆうみんぐ	 大野町	 北小	 坪井　愛依
１年	 なつやすみの　こうさく	 郡上市	 明宝小	 佐藤　来凰
１年	 ぼうりんぐ	 郡上市	 明宝小	 和田　曹
１年	 びわこで　およいだよ	 白川町	 蘇原小	 安江　晴香
１年	 まどふきを　したよ	 瑞浪市	 稲津小	 梅村　唯愛
１年	 じんじゃしらべ	 瑞浪市	 稲津小	 小川　獅童
１年	 せみの　ぬけがら　はっけん	 瑞浪市	 稲津小	 熊澤　崚
１年	 すいえい	 瑞浪市	 稲津小	 田中　玲衣空
１年	 カレーづくり	 瑞浪市	 稲津小	 塚本　星七
１年	 おさらを　あらったよ	 高山市	 江名子小	 伊藤　大仁
１年	 おふろそうじ	 高山市	 江名子小	 大田　里桜奈
１年	 はなび　たいかい	 高山市	 江名子小	 桂川　もみじ
１年	 カレーづくり	 高山市	 江名子小	 加藤　慎
１年	 おむらいすを　つくったよ	 高山市	 江名子小	 國政　大翔
１年	 あさがおの　たねとり	 高山市	 江名子小	 小柳　夏希
１年	 おむらいすを　つくったよ	 高山市	 江名子小	 田近　大河
１年	 かいだんそうじ	 高山市	 江名子小	 寺垣　珂瑚
１年	 せんたくものを　たたんだよ	 高山市	 江名子小	 橋場　颯花
１年	 なつまつり	 高山市	 江名子小	 橋本　璃帆
１年	 でんしゃの　たび	 高山市	 江名子小	 平塚　真椰
１年	 ぐじょうの　おしろ	 高山市	 江名子小	 福田　莉史
１年	 ぷうるで　できたこと	 下呂市	 萩原小	 藤村　咲太
２年	 長ら川のそうじをしたよ	 岐阜市	 鷺山小	 植田　隆文
２年	 ざぜんをくんだよ	 岐阜市	 岩小	 いとう　はるま
２年	 サッカー大すき	 岐阜市	 岩小	 いわ田　うた
２年	 わか山にいったよ	 岐阜市	 岩小	 かとう　ゆあ
２年	 夏休みのおもい出	 岐阜市	 岩小	 川出　晴太
２年	 林間学校に行ったよ	 岐阜市	 岩小	 冨田　由理
２年	 夏の思い出	 岐阜市	 岩小	 名わ　めい空
２年	 はじめてのやきゅうを見に行ったよ	 岐阜市	 岩小	 林　かずと
２年	 かぞくりょこう	 岐阜市	 岩小	 まつえだ　ゆうや
２年	 たのしかったやきゅう	 岐阜市	 長良東小	 阿部　平宗
２年	 つれたよ、ぼくのさおで	 岐阜市
	 	 岐阜聖徳学園大学附属小	 名和　英崇
２年	 ディズニーシーに行ったよ	 羽島市	 足近小	 村端　出帆
２年	 ぼくの夏休み	 羽島市	 桑原学園	 いとう　のり高
２年	 自しんをもってがんばること	 羽島市	 桑原学園	 おかだ　ねいろ
２年	 ワクワクドキドキ夏休み	 羽島市	 桑原学園	 たかまつ　ゆうな
２年	 夏のひまわりさん	 羽島市	 桑原学園	 みや田　ゆい
２年	 きょうりゅうはくぶつかん	 各務原市	 蘇原第一小	 うさ見　けいと
２年	 ながれぼしを見たよ	 各務原市	 蘇原第一小	 こう田　りな
２年	 かい田　高げん	 各務原市	 蘇原第一小	 小林　いくと
２年	 竹とみじまでほしのすなをひろったよ	 各務原市	 蘇原第一小	 しが　ことは
２年	 花火をしたよ	 各務原市	 蘇原第一小	 高月　りり

入選


