
大原美術館賞 加計美術館賞 石川賞 taronasu賞 姓 名 姓（ヨミガナ） 名（ヨミガナ） 性別 高等学校名 作品題名

大賞 ○ 小林 さわ コバヤシ サワ 女 広島市立沼田高校 鯨街

倉敷市長賞 ○ 片山 明日香 カタヤマ アスカ 女 広島市立沼田高校 ふじぎな虫たち
倉敷商工会議所会頭賞 ○ 大道 奈菜 オオミチ ナナ 女 明誠学院高等学校 ともに居ることで（トモニイルコトデ）
倉敷市文化振興財団理事長賞 ○ 澤田 梢子 サワダ ショウコ 女 広島市立沼田高校 Mechanized creature

優秀賞 ○ ○ 藤本 胡桃 フジモト　 クルミ 女 如水館高等学校 map（マップ）

優秀賞 ○ 川上 竜平 カワカミ リュウヘイ 男 明誠学院高等学校 母・早朝（ハハ・ソウチョウ）

佳作 ○ 入江 拓也 イリエ タクヤ 男 岡山市立岡山後楽館高等学校 BLOOМ

佳作 野村　 珠李 ノムラ　 シュリ 女 広島県立熊野高等学校 みえないで（ミエナイデ）

佳作 田島 武 タジマ タケル 男 福岡県立春日高等学校 蚕食（サンショク）

佳作 山里 蓮 ヤマサト レン 男 広島県立福山誠之館高等学校 鳥は見る。（トリハミル。）

○ 中井 亜矢子 ナカイ アヤコ 女 明誠学院高等学校 我が家

○ ○ ○ 二木 毬伽 ふたつぎ まりか 女 岡山県立岡山芳泉高等学校 正義

○ 北村 美佳 キタムラ ハルカ 女 広島県立福山明王台高等学校 墜ちる

○ 岩本 萌香 イワモト モエカ 女 倉敷高等学校 蝶と魚のキメラ（チョウトサカナノキメラ）

○ 小川 莉奈 オガワ リナ 女 岡山県立岡山工業高等学校 まっかっか

○ 早坂 瑠花 ハヤサカ ルカ 女 目白研心高等学校 鑑賞

福田 琴音 フクダ コトネ 女 明誠学院高等学校 As me（アズ ミー）

渡邉 彩菜 ワタナベ サヤナ 女 福岡県立香住丘高等学校 夏の終わり

奥村 真里奈 オクムラ マリナ 女 広島県立福山明王台高等学校 檸檬の花

井澗 咲良 イタニ サクラ 女 和歌山県立熊野高等学校 葉月（はづき）

塚本 万理華 ツカモト マリカ 女 広島県立福山明王台高等学校 追憶

在間 月乃 ザイマ ツキノ 女 岡山県立岡山工業高等学校 無我夢中

中桐 詩保美 ナカギリ シホミ 女 明誠学院高等学校 世界を止めて（セカイヲトメテ）

黒住 友理 クロズミ ユウリ 女 岡山県立岡山工業高等学校 invent

桒原 麻莉菜 クワバラ マリナ 女 広島市立沼田高等学校 少年の夢

市場　 海沙 イチバ　 ミサ 女 広島県立熊野高等学校 寄生（キセイ)

高藤 百音 タカトウ モネ 女 広島市立沼田高等学校 フクロウと宇宙

小野田 春星 オノダ シュンセイ 男 明誠学院高等学校 静かな場所（シズカナバショ）

赤城 聖一 アカギ セイイチ 男 明誠学院高等学校 緑に溢れたナツヅタ（ミドリニアフレタナツヅタ）

松田 乃音 マツダ ノノ 女 岡山県立総社南高等学校 穴フィラキシーショック（アナフィラキシーショック）

数宝 朱音 スホウ アカネ 女 奈良県立高円高等学校 私が思っていること(ワタシガオモッテイルコト)

田原　 隆貴 タバラ　 リュウキ 男 広島県立熊野高等学校 どくん（ドクン）

吉川 美結 ヨシカワ ミユ 女 鳥取県立米子西高等学校 洒々楽々（シャシャラクラク）

原田 青空 ハラダ ソラ 女 広島県立尾道東高等学校 変身（ヘンシン）

大海 結希乃 オオミ ユキノ 女 岡山県立岡山工業高等学校 恐！！誕生500日のおもちゃ

土井 菜々美 ドイ ナナミ 女 広島市立沼田高等学校 The 木ing of beasts

野口 明日香 ノグチ アスカ 女 広島市立沼田高等学校 聖域

大髙下　 陽菜 オオコウゲ　 ヒナ 女 広島県立熊野高等学校 ゆめ（ユメ）

迫田　 佳成汰 サコダ　 カナタ 男 広島県立熊野高等学校 沸き立つ沈黙（ワキタツチンモク）

佐藤 陽香 サトウ　 ハルカ 女 岡山県立岡山工業高等学校 みんな違ってみんないい

津田 もも ツダ モモ 女 岡山県立総社南高等学校 Escape

林 双葉 ハヤシ フタバ 女 明誠学院高等学校 時、流るる生命（トキ、ナガルルセイメイ）

松石 葉月 マツイシ ハヅキ 女 明誠学院高等学校 窈窕たる呈色の中に（ヨウチョウタルテイショクノナカニ）

佐藤 美月 サトウ ミヅキ 女 岡山県立岡山芳泉高等学校 不可視（フカシ）

小澤 風子 オザワ フウコ 女 鹿島学園高等学校 真実の愛

上村 唯夏 カミムラ ユイカ 女 福岡県立博多青松高等学校 Waterproof Mascara

森 佑大郎 モリ ユウタロウ 男 明誠学院高等学校 白流(ハクリュウ)

河塚 彩和 カワツカ サナ 女 福岡女学院高校 草木萌動(ソウモクホウドウ)

太田 雅 オオタ ミヤビ 女 鳥取県立米子西高等学校 理想（リソウ）

人見 涼花 ヒトミ スズカ 女 岡山県立岡山工業高等学校 My HERO


