
 

                            修道学園浅野氏記念事業実行委員会 

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール  

表彰式・作品展のご案内 
 

「浅野氏ゆかりの地風景画コンクール」にご応募くださった皆さま、暑い夏の日に頑張って風景画を 

制作して下さり有り難うございました。とても魅力あふれる多数の作品が集まりました。 

厳正な審査を行いましたので、ここに発表致します。 

また、表彰式・作品展の内容も記しますのでご確認下さい。 

 

 

★表彰式 【最優秀賞・優秀賞・審査員賞・奨励賞】 

 

日時：令和元年 11月 2日（土）１ ３ ：３ ０   

   受賞者は１ ２ ：３ ０ ～１ ３ ：０ ０ に受付を行います。会場までお越し下さい。 

会場：修道中学校・修道高等学校 総合体育館 サブアリーナ 

   広島市中区南千田西町８ －１  

会場に駐車場はございません。公共交通機関等でご来場いただくか、近隣のコインパーキングを 

ご利用下さい。 

 

 

★作品展 

【最優秀賞・優秀賞・審査員賞・奨励賞・秀作・入選・紹介展示の作品を展示します】 

 

日時：令和元年 11月 2日（土）９ ：０ ０ ～１ ５ ：４ ５  

       11月 3日（日）９ ：０ ０ ～１ ５ ：３ ０  

会場：修道中学校・修道高等学校 総合体育館 サブアリーナ 

広島市中区南千田西町８ －１  

会場に駐車場はございません。公共交通機関等でご来場いただくか、近隣のコインパーキングを 

ご利用下さい。 

 



（１／１）

最優秀賞 小１ 河面　たり

小２ 渡邉　四季 小３ 實光　爽月

小３ 永原　さくら

小１ 松井　瞳空 小２ 世羅　紗彩

小３ 石井　志門 小３ 増永　知衣

小１ 飯田　康貴 小１ 松本　琴衣

小１ 中西　一 小１ 江美　香澄

小１ 小越　蒼介 小２ 國芳　渉

小２ 前田　桐茉 小２ 山口　千尋

小２ 田村　美藍 小２ 小田　栞

小２ 曽根川　大悟 小２ 桑原　颯志

小３ 川口　稀琳 小３ 杉浦　芭奈

小３ 山本　心温 小３ 松井　優空

小１ 上野　蓮央 小１ 高崎　陽生

小１ 菅川　晴斗 小１ とももり　ゆずは

小２ 奈波　蒼介 小２ 池田　蘭

小３ 斉藤　瑞穂 小３ 山下　夢生

小３ 坂本　望乃 小３ 渡辺　颯志

小１ 坂本　結心 小１ 白石　彩結

小１ 藤岡　杏奈 小１ 青柳　璃万

小２ 日浦　悠之介 小２ 井手　楓

小２ 歳秀　康介 小２ 島田　侑

小２ 乗政　蓮未 小２ 佐藤　結葵

小２ 垰崎　佳奈 小２ 森友　優成

小２ 平山　怜依 小２ 神宮　紗來

小２ 原田　輝道 小２ 川尻　百恵

小２ 日笠　実鈴 小３ 石亀　巧也

小３ 若林　千紘

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール　審査結果

小学低学年の部（小1～小3）　※敬称省略

優秀賞

秀作

入選

審査員賞

奨励賞



（１／１）

最優秀賞 小６ 田村　くるみ

小５ 永原　正太郎 小６ カイアーファ　サンティ哲

小６ 中下　未来

小４ 鍛谷　しおり 小５ 橋本　ひなた

小５ 世羅　結愛乃 小６ 中野　愛実

小４ 宮本　優歩 小４ 國芳　采蔵

小４ 中野　歩実 小４ 荒角　要太

小４ 友森　琴葉 小４ 加藤　遼瑛

小４ 栗栖　聡吾 小４ 髙橋　舞

小４ 土屋　瑠夏 小４ 新見　泰千

小５ 川本　理加 小５ 花木　隆太郎

小５ 光永　朱里 小５ 末廣　爽

小５ 小南　海斗 小６ 斉藤　ひかり

秀作 小５ 濱本　和奏 小５ 小田　朱莉

小４ 沖　知晃 小４ 白澤　航

小４ 藤岡　大我 小４ 原田　さくら

小４ 白石　陸人 小４ 山本　逞真

小４ 日笠　皓介 小６ 山﨑　颯太

優秀賞

審査員賞

奨励賞

入選

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール　審査結果

小学高学年の部（小４～小６）　※敬称省略



（１／３）

最優秀賞 中三 菅原　慶伍

中一 安田　侑生 中一 中村　獅良

中二 末廣　凛之介

中一 柿本　篤志 中一 末田　煌貴

中二 田邉　瑠唯 中三 友田　匡哉

中三 永島　愛美 中三 安達　利奈

中一 實光　賢彌 中一 圡井　健太郎

中一 平田　敦也 中一 佐藤　晃右

中一 岡山　龍太朗 中二 砂本　聖弥

中二 西原　功稀 中二

中二 宮本　航佑 中二 小澤　丈生

中二 平田　悠真 中三 室田　凌助

中三 栗山　樹 中三 町野　嘉彦

中一 山本　夕愛 中一 石原　歩

中二 三原　向日葵 中三 磯部　美佐

中三 川口　楓加 中一 古川　大翔

中一 川本　真大 中一 安間　伊吹

中一 小川　数馬 中一 猪　崇綸

中一 中尾　柊太 中一 金川　永五

中一 長西　伸直 中一 河野　馨

中二 阿部　思温 中二 光藤　朋輝

中二 中塩　征勝 中二 小川　勇希

中二 浅野　貴則 中二 村田　大翔

中二 鍛谷　勇輔 中二 池田　大輝

中二 宍戸　友稀 中二 勝田　直樹

中二 濱崎　瑛斗 中二 仁井田　晴

中二 深川　蓮 中二 佐藤　慶季

中三 池田　蓮 中三 大越　裕斗

中三 櫻井　晴斗 中三 門田　修弥

中三 赤木　優仁 中三 小林　左都記

中三 三好　晃由 中三 手島　彪冴

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール　審査結果

中学生の部（中1～中3）　※敬称省略

優秀賞

審査員賞

奨励賞

秀作



（２／３）

中三 和田　健太郎 中三 野田　知暉

中三 梶田　凌央 中三 川本　晴輝

中一 乗政　佳帆 中二 井手　秋桜

中三 石亀　綾菜 中一 濱田　紗

中一 河面　友理佳 中二 中島　花穂

中二 藤田　友理子 中三 澤部　佳歩

中一 飯尾　樹 中一 岩本　大

中一 上松瀬　仁 中一 光籏　建人

中一 笹木　航士郎 中一 篠田　莉人

中一 竹林　玄明 中一 津田　航佑

中一 佐藤　康太 中一 中村　一惺

中一 長和　琢史 中一 林　文遥

中一 原田　峻彰 中一 満野　景

中一 渡部　功誠 中一 秋本　凌佑

中一 上田　諒 中一 江崎　一真

中一 大橋　颯太 中一 岡本　悠音

中一 筒井　勇気 中一

中一 片岡　幹人 中一 川口　喜寛

中一 中島　成 中一 猫島　栄仁

中一 橋本　昊樹 中一 廣瀬　心山

中一 有福　聖陽 中一 江美　颯真

中一 江盛　泰生 中一 川森　脩司

中一 延近　治輝 中一 丸本　敬太

中一 村上　晃一 中一 折口　壮太

中一 島田　啓太 中一 高溝　成

中一 高村　航汰 中一 徳高　聡太

中一 中尾　悠人 中一 野上　敏輝

中一 原田　倫睦 中二 金井　和樹

中二 川口　広一郎 中二 川崎　孝紘

中二 木村　哲平 中二 髙原　朋弥

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール　審査結果

中学生の部（中1～中3）　※敬称省略

秀作

入選



（３／３）

中二 平岡　大和 中二 山田　怜門

中二 山中　智哉 中二 川森　悠矢

中二 岸本　竜一 中二 長野　康平

中二 永山　湧太 中二 本田　康一郎

中二 松村　明希 中二 上田　和也

中二 兼池　恒碩 中二 小山　倫太郎

中二 佐々木　拓磨 中二 新田　陸人

中二 姫宮　智樹 中二 和田本　倖大

中二 河野　凌生 中二 冨永　理貴

中二 中城　諒祐 中二 平田　泰成

中二 益永　叡 中二 矢吹　太晴

中二 山本　克樹 中二 岡　大翔

中二 香林　桔平 中二 崎前　陸

中二 澤井　颯来 中二 瀬戸　雅寅

中二 相　顕信 中二 田中　志昂

中二 土居　和幹 中二 山下　晄太郎

中二 山本　航大 中二 小林　倖太朗

中二 末廣　佳大 中二 瀧口　薫

中二 松村　昂 中二 渡部　暉基

中三 上杉　拓未 中三 益永　佑一郎

中三 丸橋　寛太 中三 吉岡　駿

中三 尾方　杏丞 中三 高山　玄英

中三 藤井　康輝 中三 森迫　優介

中三 上松瀬　将 中三 木村　悠人

中三 倉重　理人 中三 笹尾　拓磨

中三 庄司　大晴 中三 佐藤　佑亮

中三 高田　真大 中三 南波　圭吾

中三 堀田　宗太郎 中三 森永　朝日

中三 山村　漠 中三 吉村　心矢

中三 岡田　陽樹 中三 清水　遙斗

中三 徳田　修吾 中三 藤田　来絆

中三 山崎　佑太

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール　審査結果

中学生の部（中1～中3）　※敬称省略

入選



（１／１）

園児 いずみ　はると

園児 道城　湊斗

園児 日根野　花奏

園児 若林　柾陽

園児 岡田　唯花

園児 安本　なおの

小１ 馬場　理人

小２ 野村　優子

小４ 馬場　直人

浅野氏ゆかりの地風景画コンクール

紹介展示　　　　　　　※敬称省略

残念ながら応募条件を満たさないため、審査の対象とはなりませんでしたが、熱意の込もった作品を

応募してくださり有り難うございました。

見ていてとても楽しくなる作品ばかりですので、紹介展示をさせていただきます。

紹介展示


