
令和４年度「みかわ彩
さい

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主催の教育振興事業である令和４年度「み

かわ彩
さい

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１,７３６点ものご応募をいただき、ありがとうございました。「くらし」、

「まつり」、「ふるさと」の三つのテーマに沿い、子どもたちの思いのこもった

感性豊かな作品が集まりました。 

審査員による厳正な審査の結果、一覧表のとおり入賞者が決まりました。「最

優秀賞」各学年１点、「優秀賞」各学年２点、「佳作」各学年５点、「奨励賞」各

学年１０点の、合計１０８名です。 

表彰式・作品展等につきましては、以下の《お知らせ》をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪お知らせ≫ 
１ 表彰式 

令和５年２月５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）」において最

優秀賞、優秀賞を受賞された皆さん３６名に、賞状と賞品を授与します。 

 

２ 作品展 

令和５年２月３日（金）～２月４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。「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、２月５日(日)以降、所属校へ賞状

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、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 ） 

・新型コロナウイルス感染状況により、作品展・表彰式については、中止を

含めて変更もありますので、ご了承ください。 



計１，７３６点

学年 郡市 学校名 氏名 題名

１年 幸田町 坂崎小 村松　真智 うみのなかで。

２年 蒲郡市 竹島小 宮田　都羽 プールでおよぐ

３年 田原市 童浦小 小林　靖典 しゃぼん玉V/S水でっぽう

４年 豊橋市 吉田方小 小川　有宇 ひらひら泳ぐ黄柳野の鯉のぼり

５年 岡崎市 梅園小 永見　　晴 能見神明宮大祭

６年 豊橋市 二川南小 紅林　琉奈 二川のおまつりでたいこをたたくかっこいいお父さん

学年 郡市 学校名 氏名 題名

岡崎市 根石小 柴田　朝陽 むしとり

安城市 安城北部小 　谷　航希 おおきなすいかたべたよ

岡崎市 井田小 勝峯いくみ 夏の花火

岡崎市 井田小 眞壁　明志 しおひがり、ハマグリとれたよ！

岡崎市 小豆坂小 増永　　奨 帰ってきたあんじょう七夕まつり

豊橋市 向山小 松本姫良里 お庭でトマト採れたよ！～家庭菜園～

知立市 知立南小 山本　新太 夏のこん虫　大集合！！

田原市 清田小 白谷　心美 ３年ぶりの花火大会

安城市 桜林小 小西　真矢 安城七夕まつり

豊橋市 鷹丘小 石井　瑞輝 夜空を焦がす豊橋の手筒花火

豊田市 挙母小 津野七々帆 お盆の日

豊橋市 鷹丘小 二橋　美心 葦毛湿原

    ４年　２７９点　　５年　１６９点　　　６年　１５２点　　

＜優秀賞＞

＜最優秀賞＞

６年

令和４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　４４１点　　２年　４０８点　　　３年　２８７点



刈谷市 住吉小 岡崎市 梅園小 岡崎市 六名小 岡崎市 大門小 岡崎市 大門小 岡崎市 根石小

幸田町 坂崎小 豊田市 大林小 岡崎市 小豆坂小 刈谷市 双葉小 西尾市 荻原小 安城市 新田小

豊橋市 新川小 安城市 安城南部小 碧南市 日進小 豊田市 青木小 豊橋市 福岡小 西尾市 西尾小

蒲郡市 蒲郡南部小 安城市 新田小 安城市 二本木小 安城市 桜林小 豊川市 中部小 豊橋市 福岡小

設楽町 名倉小 田原市 清田小 幸田町 幸田小 知立市 知立小 豊川市 長沢小 豊橋市 植田小

0

附属 附属岡崎小 附属 附属岡崎小 岡崎市 根石小 附属 附属岡崎小 岡崎市 岩津小 岡崎市 羽根小

岡崎市 根石小 岡崎市 男川小 岡崎市 岩津小 附属 附属岡崎小 岡崎市 大門小 岡崎市 岡崎小

岡崎市 男川小 岡崎市 男川小 刈谷市 日高小 附属 附属岡崎小 岡崎市 六ツ美北部小 岡崎市 小豆坂小

岡崎市 連尺小 知立市 猿渡小 刈谷市 住吉小 岡崎市 梅園小 刈谷市 住吉小 豊田市 伊保小

碧南市 西端小 知立市 知立西小 西尾市 荻原小 岡崎市 羽根小 刈谷市 衣浦小 西尾市 鶴城小

安城市 丈山小 高浜市 吉浜小 豊橋市 松葉小 刈谷市 衣浦小 刈谷市 双葉小 幸田町 豊坂小

幸田町 坂崎小 幸田町 幸田小 豊橋市 中野小 豊田市 五ケ丘小 豊田市 根川小 豊橋市 旭小

幸田町 幸田小 幸田町 幸田小 蒲郡市 竹島小 豊田市 衣丘小 西尾市 鶴城小 豊橋市 松葉小

幸田町 深溝小 幸田町 深溝小 田原市 田原中部小 西尾市 一色中部小 西尾市 平坂小 豊橋市 幸小

豊橋市 松山小 蒲郡市 三谷東小 田原市 泉小 豊橋市 鷹丘小 豊橋市 松葉小 蒲郡市 蒲郡東部小

（春・夏の部）

畔栁　紗奈

岡田　悠生 川満　結太 柴田　環奈 近藤　佳歩 浅田　彩葉 小林　由奈

中根　壮駿 永見　　旭 齊藤　　惟 山下　結夕 山下　凌空

＜佳　作＞

五味　奏介 松原　　諒

坂部　絢音 峯村花乃子 鬼頭　穂波 古城　悠里 佐々木　亨 鈴木　あこ

伊藤　志穏 　村　真子 石川陽代里 吉田丈之助

金田　彩生 白谷　敦志 牟田　賢史 長谷　香　 竹内　祐惺 石田　莉都

笠原　明音 入江　優希

竹内　喜一 竹家　実咲 知花　沙良 林　　　潤 五島　來夢 増永　　稟

６　年

岡田愉一郎 中井　智悠 鈴木　春翔 竜田　來樹 安藤　結香 市川　夏羽

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年

寺嶋　栄喜 柴田　奏佑 大竹　　湊 中井　萌楓

七田　和緒 日髙　美和 浅田　楓真 森本　千咲 鈴木ももこ 野村　彩衣

廣田　真椰 佐々木杏菜 吉山　理紗 山村　笑子 新川かりん 平野　玲良

原田口　雛 三浦　寛隆 美甘　享香 川原　大和 平岡　梨沙 朝倉　幹太

粟津　  海 加藤　絢大 笹川　　繕 髙山　晴輝 出口　颯真 北澤あまね

髙橋　里緒

久松　千晴 上地　史恩 神本　理玖 渡邉　優季 牧　　伽音 平山　紗羅

大久保　陸 山田　晄駕 小笠原広大 辰巳　　碧 亀島　秀汰 笹川　　倉

＜奨励賞＞

1　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年

廣田　裕季 夜船しずく 鈴木　人樹 桃野倫太郎 鳥居　風仁
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