
 

令和２ 年度「みかわ彩発見絵画コンクール 

（秋・冬の部）」審査結果について 

 

 

 公益財団法人愛知教育文化振興会の教育振興事業、「みかわ彩発見絵画コンク

ール（秋・冬の部）」を開催しましたところ、三河各地から３０８点のご応募を

いただきました。多数のご応募をありがとうございました。くらし、まつり、ふ

るさとの三つのテーマにそった、子どもたちの思いのこもった感性豊かな作品ば

かりでした。 

過日、審査員により、厳正な審査をしていただき、下表のとおりの結果となり

ました。入賞者は、「最優秀賞」各学年１点、「優秀賞」各学年２点、「佳作」各

学年５点程度、「奨励賞」各学年１０点程度の、合計１０８名です。 

これまで、本会では最優秀賞と優秀賞に選ばれました皆様には、表彰式にて

直接表彰状等の授与を行ってまいりました。しかし、本年度は新型コロナウィ

ルスの感染拡大により、愛知県におきましても緊急事態宣言が発出されるに至

っています。大変残念ではありますが、表彰式は中止といたします。入賞され

た皆様には、学校を通して表彰状等を贈呈させていただきます。 

また、作品展示につきましても中止とさせていただきます。最優秀賞・優秀

賞作品につきましては、後日、愛知教育文化振興会ホームページにて紹介をし

ます。併せてご覧いただきましたら幸いです。 

まだまだ、新型コロナウィルス収束の道すじは見出せませんが、三河の子ど

もたちの健やかな成長と今後の活躍を心より祈念申し上げます。 

 

 

（お願い） 

 入賞者の学校名・氏名につきましては、応募個票をもとに記載しました。慎

重を期して作成しましたが、学校名や氏名に誤りがありましたら、公益財団法

人愛知教育文化振興会までご連絡ください。 （ ℡ ０５６４－５１－４８１９ ） 



計　３０８点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 岡崎市 附属岡崎小学校 服部　彩音 がんばったよ！ときょう走

２年 豊橋市 吉田方小学校 小川　有宇 みんながんばれ！マラソン大会

３年 岡崎市 六ツ美北部小学校 五島　來夢 今年はマスクしてすべります

４年 幸田町 豊坂小学校 北澤　あまね 家族でおせち

５年 刈谷市 衣浦小学校 宝野　一真 秋祭り

６年 幸田町 豊坂小学校 山本　蒼結 じょ夜のかね

学年 郡市 学校名 氏名 題名

豊橋市 前芝小学校 塩野　羽菜 大いちょうのき色のじゅうたん

豊川市 千両小学校 山口　葵 はみがき　がんばるぞ

岡崎市 附属岡崎小学校 秋田　優 こたつみかん

田原市 清田小学校 白谷　心美 おばあちゃんと一緒に楽しい収穫

岡崎市 六名小学校 上薗　侑馬 みかわのいねかり

豊橋市 つつじが丘小学校 山村　文乃 手筒花火

岡崎市 附属岡崎小学校 貝沼　姫和 コンコンコォン　すみでかくご　はねつき大会

岡崎市 小豆坂小学校 増永　稟 家族で百人一首　とれた！とくい札

幸田町 荻谷小学校 中島　淳志 スマッシュをしそうな自分

豊川市 千両小学校 井上　美咲 いねかりをするわたし

西尾市 矢田小学校 犬塚　琥愛 感動した鳥羽の火祭り

豊川市 豊川小学校 天野　風香 豊川稲荷の鳥居ときつね

    ４年　　２４点　　　５年　３２点　　　６年　３０点　　

＜優秀賞＞

＜最優秀賞＞

６年

令和２年度「みかわ彩発見絵画コンクール（秋・冬の部）」入賞者一覧

１年

２年

３年

４年

５年

【応募総数】

    １年　１２４点　　　２年　３３点　　　３年　４０点



岡崎市 根石小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 大門小学校 岡崎市 六ツ美北部小学校

岡崎市 井田小学校 岡崎市 根石小学校 豊田市 根川小学校 岡崎市 根石小学校 幸田町 豊坂小学校 刈谷市 衣浦小学校

岡崎市 小豆坂小学校 刈谷市 双葉小学校 知立市 知立西小学校 西尾市 矢田小学校 幸田町 豊坂小学校 西尾市 西尾小学校

西尾市 西野町小学校 知立市 知立南小学校 豊橋市 東田小学校 豊橋市 飯村小学校 豊橋市 東田小学校 幸田町 荻谷小学校

みよし市 中部小学校 幸田町 坂崎小学校 蒲郡市 形原北小学校 豊橋市 旭小学校 蒲郡市 三谷小学校 豊橋市 飯村小学校

岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 根石小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 碧南市 西端小学校 碧南市 西端小学校

岡崎市 根石小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 岡崎市 井田小学校 岡崎市 附属岡崎小学校 幸田町 坂崎小学校 碧南市 西端小学校

岡崎市 根石小学校 岡崎市 根石小学校 岡崎市 井田小学校 岡崎市 井田小学校 幸田町 荻谷小学校 幸田町 荻谷小学校

岡崎市 井田小学校 岡崎市 井田小学校 岡崎市 井田小学校 岡崎市 井田小学校 幸田町 荻谷小学校 幸田町 荻谷小学校

岡崎市 六ツ美北部小学校 岡崎市 井田小学校 岡崎市 六ツ美北部小学校 岡崎市 六ツ美北部小学校 幸田町 荻谷小学校 幸田町 荻谷小学校

岡崎市 六ツ美北部小学校 豊田市 元城小学校 豊田市 浄水小学校 豊田市 駒場小学校 幸田町 豊坂小学校 幸田町 荻谷小学校

碧南市 西端小学校 豊田市 野見小学校 安城市 安城中部小学校 刈谷市 亀城小学校 幸田町 豊坂小学校 幸田町 荻谷小学校

刈谷市 小高原小学校 豊田市 駒場小学校 西尾市 鶴城小学校 刈谷市 小高原小学校 幸田町 豊坂小学校 幸田町 荻谷小学校

幸田町 深溝小学校 豊川市 代田小学校 幸田町 荻谷小学校 知立市 知立南小学校 豊川市 千両小学校 豊橋市 羽根井小学校

豊橋市 岩田小学校 田原市 童浦小学校 豊橋市 高師小学校 幸田町 豊坂小学校 蒲郡市 塩津小学校 豊川市 平尾小学校

（秋・冬の部）

長谷川　奈南

田形　杏梨 大見　あやか 平岡　梨沙 大嶋　茉那 白川　大祐 加藤　智仁

坂口　詩歩 林　　潤 太田　美琴 菅野　聡介 辻󠄀　美玲

＜佳　作＞

大山　航生 彦坂　明莉 大山　結加 神谷　輝一

増永　奨 近藤　佳歩 手嶋　敦希 三浦　海優

仲森　陽織 高須　隼

＜奨励賞＞

鈴木　芽依奈 黒野　桜介 壁谷　実咲 原田　晏子 大岩　希望 彦坂　由莉亜

山本　成敏 中村　美華

坪井　然 山本　新太

中里　咲楽 大嶋　桜和 中根　大翔 永田　愛実 河合　幸恵 稲吉　功馬

６　年

釜田　侑依 鈴木　直成 伊藤　ひかり 水谷　優希 谷口　隼人 杉浦　歩武

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

田端　祐良 中井　萌楓 眞壁　采実 渡邊　心音

加藤　大陽 湯浅　凛音 髙野　桧司 池島　志歩 丹羽　いくみ 草次　郁海

水谷　眞清 鈴木　華 佐藤　瑛仁 石本　陸 鈴木　里胡 宇佐美　珠恵

服部　尚人 太田　いぶき 伊藤　颯一郎 安部　琥佑介 永井　千帆 髙井　拓哉

金田　萌乃加 伊藤　航介 杉村　友花 手嶌　美緒 高垣　澄 鈴木　菜央

鈴木　陽向 臼井　遥音 ライクワイン　瑠花 山本　太智 大谷　雅弥 田城　結彩

矢田　凰真 手嶌　華菜 亀島　秀汰 矢田　唯真 竹井　漣里 星野　真翔

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年

佐野　凛 秋野　玖水 中西　理桜 山本　智彩 春日井　莉子 橋本　寛奈


