
令和 2年度「みかわ彩発見絵画コンクール 

（春・夏の部）」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（春・夏の部）」を開催しましたところ、三河各地から１,０４９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１０９名です。 

表彰式・作品展示等につきましては、下記《お知らせ》をご覧ください。 

 

≪お知らせ≫ 

１ 表彰式 

令和３年２月７日（日）午後１時３０分～  会場；三河教育会館 

「みかわ彩発見絵画コンクール（春・夏の部）（秋・冬の部）」の最優秀賞、 

優秀賞を受賞者された皆さん３６名に、賞状と賞品を授与します。 

 

２ 作品展示 

令和３年２月５日（金）～２月６日（土） 

午前９時３０分～午後３時３０分  会場；三河教育会館 

最優秀賞、優秀賞、佳作の作品を展示します。当日は、「かきぞめコンクー

ル」の作品展と合同で開催します。 

 

３ その他 

佳作及び奨励賞に入選された皆さんは、所属学校へ賞状を送付しますので、

学校を通じてお受け取りください。 

 

（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１０４９点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 豊橋市 鷹丘小学校 鈴木　香澄 かっこいいてづつはなび

２年 刈谷市 双葉小学校 近藤　佳歩 マダコが釣れたよ

３年 高浜市 高浜小学校 杉浦　怜花 高はまのまつり

４年 豊橋市 旭小学校 竹内　鴻平 エールの市電

５年 高浜市 吉浜小学校 小原　蒼人 おまんと祭り

６年 豊橋市 天伯小学校 平　　夏樹 とよはしてづつはなび

学年 郡市 学校名 氏名 題名

岡崎市 井田小学校 田形　杏梨 はやくたべたい！すいかわり

岡崎市 小豆坂小学校 増永　奨 たくさんいるよ！むしたち

安城市 丈山小学校 齋藤　灯 安城七夕

豊橋市 栄小学校 村田　那美 ゆかたで花火

刈谷市 東刈谷小学校 横井　依久乃 夏のおもいで

知立市 知立小学校 加藤　慎之亮 ぼくのザリガニ　でっかいぞー！

岡崎市 大門小学校 蜂須賀　蒼乃 青田がり

安城市 新田小学校 峯村　日菜子 神楽巫女の私

安城市 桜井小学校 野村　英汰 ぼうの手まつり

碧南市 棚尾小学校 池畑　侑來 元気ッスのステージ

碧南市 大浜小学校 石野　聖七 交流会

幸田町 豊坂小学校 山本　蒼結 みこ舞い

    ４年　１４１点　　５年　１８３点　　　６年　２３７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（春・夏の部）」入賞者一覧

１年

２年

３年

４年

５年

【応募総数】

    １年　１９６点　　２年　１４８点　　　３年　１４４点



岡崎市 根石小 西尾市 西尾小 岡崎市 梅園小 附属 附属小 岡崎市 六ツ美南部小 岡崎市 岩津小

岡崎市 奥殿小 みよし市 北部小 豊田市 伊保小 刈谷市 東刈谷小 碧南市 棚尾小 刈谷市 かりがね小

豊田市 野見小 豊橋市 鷹丘小 安城市 安城中部小 豊田市 駒場小 豊田市 大林小 西尾市 西尾小

幸田町 豊坂小 豊橋市 天伯小 安城市 新田小 豊橋市 福岡小 豊橋市 鷹丘小 豊橋市 岩田小

蒲郡市 蒲郡西部小 田原市 清田小 豊橋市 前芝小 蒲郡市 蒲郡東部小 豊橋市 松山小 田原市 若戸小

附属 附属小 岡崎市 広幡小 岡崎市 梅園小 岡崎市 根石小 附属 附属小 附属 附属小

岡崎市 井田小 豊田市 大林小 岡崎市 井田小 岡崎市 岡崎小 碧南市 棚尾小 岡崎市 羽根小

岡崎市 六名小 豊田市 堤小 碧南市 日進小 岡崎市 岡崎小 刈谷市 衣浦小 刈谷市 衣浦小

刈谷市 小高原小 豊田市 駒場小 刈谷市 かりがね小 岡崎市 小豆坂小 刈谷市 かりがね小 刈谷市 かりがね小

豊田市 前山小 安城市 新田小 豊田市 九久平小 安城市 安城北部小 知立市 知立小 西尾市 西尾小

幸田町 幸田小 西尾市 一色西部小 安城市 祥南小 西尾市 西尾小 みよし市 北部小 西尾市 西尾小

幸田町 深溝小 高浜市 吉浜小 西尾市 鶴城小 西尾市 西尾小 幸田町 中央小 西尾市 矢田小

豊橋市 多米小 豊橋市 つつじが丘小 豊橋市 杉山小 みよし市 三吉小 豊橋市 つつじが丘小 西尾市 西尾小

豊橋市 吉田方小 豊橋市 吉田方小 豊川市 三蔵子小 豊橋市 鷹丘小 豊川市 国府小 知立市 八ツ田小

豊橋市 前芝小 豊川市 国府小 豊川市 国府小 豊川市 一宮南部小 豊川市 金屋小 幸田町 深溝小

豊橋市 鷹丘小

（春・夏の部）

小川　ななこ

城殿　朝妃 花田　光咲 新見　彰士 島村　美潤 石川　彩花 石川　湊菜

坂口　詩歩 杉山　明里 永見　晴 貝沼　姫和 金山　咲希

＜佳　作＞

田中　友康 白谷　心美 塩野　遥士 髙橋　里緒 伊東　駿成 玉越　千尋

阿部　茉里

６　年

清水　栞那 近藤　光莉 羽根田　歩明 大嶋　茉那 佐々木　はるか 鈴木　乙葉

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

雪元　理人 荒木　奏翔

加藤　稜 向井　杏奈 中尾　眞子 榊原　花歩 豊田　遥斗 鈴木　まこ

鬼塚　栞凛 鵜飼　竜星 伊藤　颯一郎 手嶌　美緒

和田　梨央奈 手嶌　華菜 水谷　百音 増永　稟 水谷　心音 水谷　寧音

杉浦　陽斗 板井　明生

坂井田　悠太 横川　遥士 横山　紗季 入江　優希 宝野　一真 加藤　智仁

杉江　柑南 後藤　真歩 杉江　六花 青砥　珠菜

村松　由吏加 久米　唯千花 酒井　大豪 松原　諒 鈴木　さくら 榊原　優衣

坂本　和香奈 大井　彩音 大岩　愛 白名　優豪 山本　珠々 中嶋　悠之助

今泉　心陽 山岸　悠希 今井　詩大 加藤　柚 伊藤　茉南 古澤　一芭

鈴木　陽向 花井　萌彩 亀島　秀汰 金原　綾音 判治　瑛太 犬塚　琥愛

塩野　羽菜 中川　実咲 東　菜々子 髙井　奏夢 清水　大貴 中根　美桜

齋藤　優芽 小川　有宇 加納　弥都 豊田　結衣 末﨑　あいこ 鈴木　奈々

＜奨励賞＞

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年


