
 

ＮＯ 部門
年
齢

所属

1 絵画 15 茨城県立水戸特別支援学校高等部１年

2 書 49
姫路市立在宅障害者デイ・サービスルーム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫県）

3 絵画 9 鹿児島県立串木野養護学校小学部３年

4
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
14 愛知県立岡崎特別支援学校中学部３年

5 絵画 27 東京都板橋区

6 書 31 社会福祉法人おおぞら つばさ（東京都）

7 絵画 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

8
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
16 広島県立呉特別支援学校高等部２年

9 絵画 16 鹿児島県立鹿児島養護学校高等部２年

10 書 13 東京都立志村学園中学部１年

11 絵画 17 長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

12 書 17 青森県立青森第一高等養護学校２年

13 絵画 14 東京都立八王子東特別支援学校中学部３年

14 書 12 豊川市立牛久保小学校６年（愛知県）

15 絵画 15 焼津市立港中学校３年（静岡県）

16 書 10
筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学部４年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都）

17 絵画 35 植山絵画教室（奈良県）

18 書 10 東京都立城南特別支援学校小学部４年

19 絵画 16 山梨県立青洲高等学校１年

20
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
13 福岡県立福岡特別支援学校中学部１年

21 絵画 15 秋田県立秋田きらり支援学校中学部３年

22 書 14 三沢市立第二中学校２年（青森県）

23 絵画 13
横浜市立上菅田特別支援学校中学部１年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県）

24 書 13 東京都立八王子東特別支援学校中学部１年

日本肢体不自由児協会賞

ＮＴＴデータ ルウィーブ国際賞 真夏の夜

天空の不夜城

題　　　名 応募者

オ　リ　ッ　ク　ス　賞

厚生労働大臣賞

賞　　　名

厚生労働大臣賞

文部科学大臣奨励賞

文部科学大臣奨励賞

東京都知事賞

東京都知事賞

全国特別支援学校
肢体不自由教育校長会賞

全国特別支援学校
肢体不自由教育校長会賞

オ　リ　ッ　ク　ス　賞

全国肢体不自由特別支援学校
ＰＴＡ連合会賞

全国肢体不自由児者父母の会
連合会賞

全国肢体不自由特別支援学校
ＰＴＡ連合会賞

全国肢体不自由児者父母の会
連合会賞

朝日新聞厚生文化事業団賞

朝日新聞厚生文化事業団賞

毎日新聞社会事業団賞

毎日新聞社会事業団賞

ＮＨＫ厚生文化事業団賞

ＮＨＫ厚生文化事業団賞

ＮＴＴデータ ルウィーブ国際賞

オリパラ

鎮魂

かにさん

ただいま。

祖父母

一歩

シーサイドライナーと海

Best Friend

車イスバスケ

雷

私の住む市のシンボル

星空と流れ星

安　明日夢

小島　芳郎

秋嶺　寿志

太田　真結

渡辺　美保

平川　礼華

福田　一輝

さるぼぼ

生きる力

福島　功太郎

岡野　司恩

村瀬　彩也香

谷口　拓磨

渡辺　彩人

猫

支え合い

木にしがみつくエメラルドゴキブリバチ

城

富士講の富士登山

第４０回（令和３年度）「肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展」入賞者一覧

篠原　万凜

廣田　琉花

佐々木　徠生

市川　結愛

内田　蓮音

小林　千夏

佐藤　有悟

樋本　涼

大橋　一真

松川　永遠

閃光

僕の机

大平　由翔

川端　美羽日本肢体不自由児協会賞 コロナにかつ



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

25 絵画 優　秀　賞 中庭から見た校舎 赤松　慶 12 愛媛県立宇和特別支援学校中学部１年

26 絵画 優　秀　賞 福島　勘太 13 秋田県立秋田きらり支援学校中学部１年

27 絵画 優　秀　賞 明るくポジティブ 勝田　飛羽 14 長崎県立諫早特別支援学校中学部３年

28 絵画 優　秀　賞 エイサー・たいこ 又吉　千聖 15 沖縄県立鏡が丘特別支援学校中学部３年

29 絵画 優　秀　賞 前を見て、まっすぐに　集中です。 上江洲　よつば 15 沖縄県立鏡が丘特別支援学校中学部３年

30 絵画 優　秀　賞 四季折々 濵崎　一伽 16 長崎県立諫早特別支援学校高等部２年

31 絵画 優　秀　賞 ぼくのまちの風景 下津浦　暉 20 フォーオールプロダクト（長崎県）

32 絵画 優　秀　賞 夜明けの滝 鹿内　和雄 72 神奈川県横浜市

33 絵画 優　秀　賞 金目　銀目のボス猫 田原　弘子 81 東京都北区

34
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 エールの海で 鈴木　琴実 13 豊川市立小坂井中学校１年（愛知県）

35
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 カラフルなフルーツの収穫 坪井　颯音 14 福岡市立今津特別支援学校中学部２年（福岡県）

36
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 最幸を呼ぶ青鳥 宮本　羅夢 15 愛媛県立宇和特別支援学校中学部３年

37
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 十五夜 中堀　陽菜 16 鹿児島県立串木野養護学校高等部２年

38
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 ロボアート 熊谷　明 17 北海道真駒内養護学校高等部２年

39
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 MITEIRU 梅木　理江 32 宮崎県宮崎市

40
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 千波湖の花火 辻　友紀子 41 茨城県水戸市

41
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 電動くるまいすでサッカーしたよ 上條　美香 44 長野県安曇野市

42 書 優　秀　賞 ありがとう 藏原　和奏 8 宇城市立小川小学校３年（熊本県）

43 書 優　秀　賞 犬の花ちゃん 堀　結葉 12 長崎県立桜が丘特別支援学校中学部１年

44 書 優　秀　賞 勇猛果敢 小山　剛琉 16 青森県立八戸第一養護学校高等部１年

45 書 優　秀　賞 飛龍 石田　皓大 16 福岡県立直方特別支援学校高等部２年

46 書 優　秀　賞 ソクラテスの言葉 村木　雪乃 17 青森県立八戸第一養護学校高等部３年

47 書 優　秀　賞 小説「デューク」より 上久保　知奈 18 青森県立八戸第一養護学校高等部３年

48 書 優　秀　賞 炎舞 工藤　恒友 18 青森県立青森第一高等養護学校３年

49 書 優　秀　賞 良品 佐々木　俊一 32 俊文書道会（青森県）

50 書 優　秀　賞 迷わず行く 金田　絵美子 36 俊文書道会（青森県）

51 書 優　秀　賞 花開還更新 佐々木　千絵 40 志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

52 書 優　秀　賞 杏子 岡野　将臣 44 西部島根医療福祉センター（島根県）

53 書 優　秀　賞 花海棠 八田　早苗 45 志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

54 書 優　秀　賞 呑牛之氣 橋本　吉司 55 志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

55 書 優　秀　賞 勝事は空しく自らを知る 涌井　久雄 64 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

所　　　属

第４０回（令和３年度）「肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展」入賞者一覧

「秋田の行事」を観る自分

題　　　名



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

56 絵画 佳　作　賞 大きな まち 近藤　空馬 7 岡山県立岡山東支援学校小学部２年

57 絵画 佳　作　賞 水面にうつる花火 松尾　咲南 8 小郡市立三国小学校３年（福岡県）

58 絵画 佳　作　賞 私のいやし 四谷　椛裡 12 富山市立船峅小学校６年（富山県）

59 絵画 佳　作　賞 朝を招くニワトリ 中野　寿音 13 焼津市立港中学校２年（静岡県）

60 絵画 佳　作　賞 Hand　Sign 青木　百萌 16 長崎県立長崎特別支援学校高等部２年

61 絵画 佳　作　賞 トマト 石塚　一輝 17 秋田県立秋田きらり支援学校高等部３年

62 絵画 佳　作　賞 色とりどり！感動を呼ぶパンジー 栗原　桜 17 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校高等部３年

63 絵画 佳　作　賞 八重桜 執印　さくら 20 鹿児島県立鹿児島養護学校高等部３年

64 絵画 佳　作　賞 昼寝している猫 石岡　豊 63 障害者支援施設津麦園（青森県）

65 絵画 佳　作　賞 八瀬駅 梅木　美智雄 64 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

66 絵画 佳　作　賞 春爛漫 前田　勉 70 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

67 絵画 佳　作　賞 シクラメンと果物 横山　たつ子 72 東京都日野市

68
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 虹 桶谷　祐貴 10 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小学部５年

69
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 コンコルド 長屋　陽翔 11 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小学部５年

70
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 カラフルな世界 齋藤　紀乃 13 埼玉県立熊谷特別支援学校中学部２年

71
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 百合 平松　巧弥 17 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校高等部３年

72
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 スバル３６０と女性 米山　修二 46 ワークセンター フロンティー（島根県）

73
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 あの、昔の遊びかもね？ 糟谷　幸輝 74 東京都府中療育センター

74 書 佳　作　賞 きずな 三山　華凛 8 福岡市立今津特別支援学校小学部２年（福岡県）

75 書 佳　作　賞 左右 佐藤　智紘 9 青森県立青森第一養護学校小学部４年

76 書 佳　作　賞 伝 久保田　志生 9 筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学部４年（東京都）

77 書 佳　作　賞 地平天成 磯前　雄也 13 茨城県立水戸特別支援学校中学部２年

78 書 佳　作　賞 梅 矢倉　遼典 14 和歌山県立南紀支援学校中学部３年

79 書 佳　作　賞 丑 青山　水輝 15 東京都立光明学園高等部１年

80 書 佳　作　賞 伝不習乎 坪井　皐士郎 17 広島県立西条特別支援学校高等部３年

81 書 佳　作　賞 飛躍 三浦　寧乃 17 岩手県立一関清明支援学校高等部３年

82 書 佳　作　賞 昂 小嶋　智希 17 横浜市立上菅田特別支援学校高等部３年（神奈川県）

83 書 佳　作　賞 オレンジレンジのうた 秋元　琳成 17 青森県立青森第一高等養護学校３年

84 書 佳　作　賞 全力 小林　侑矢 29 障害者支援施設津麦園（青森県）

85 書 佳　作　賞 南船北馬 白戸　喜美代 52 障害者支援施設津麦園（青森県）

86 書 佳　作　賞 パラリンピック採火式 貝田　雅彦 55 障害者支援施設桐ヶ丘（秋田県）

87 書 佳　作　賞 島 伊藤　豊久 57 障害者支援施設鼓澄苑　はっぴい（山口県）

88 書 佳　作　賞 絆 石川　國子 72 那覇市障がい者福祉センター（沖縄県）

題　　　名

第４０回（令和３年度）「肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展」入賞者一覧

所　　　属



※努力賞の展示はありません

ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

89 絵画 努　力　賞 ダイオウグソクムシ色のイルカ 村主　歩夢 8 東京都立光明学園小学部３年

90 絵画 努　力　賞 お姉ちゃんいつもありがとう 星野　爽 11 茨城県立水戸特別支援学校小学部５年

91 絵画 努　力　賞 「青春」ラグビーボール 森　悠輔 14 横浜市立上菅田特別支援学校中学部２年（神奈川県）

92 絵画 努　力　賞 チンゲンサイ 松本　幸也 14 秋田県立秋田きらり支援学校中学部２年

93 絵画 努　力　賞 ダリア 中島　雅斗 15 東京都立町田の丘学園高等部１年

94 絵画 努　力　賞 夏の訪れ 工藤　恒友 18 青森県立青森第一高等養護学校３年

95 絵画 努　力　賞 パプリカ 栗山　朋美 41 茨城県つくば市

96 絵画 努　力　賞 懐かしき 我が家 小栁　静枝 64 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

97 絵画 努　力　賞 ぼたんⅡ 中島　光子 68 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

98
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 みんなのひかり 松本　七海 9 山鹿市立三玉小学校４年（熊本県）

99
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 輝く花火 小島　望 14 栃木県立足利特別支援学校中学部３年

100
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 びびっど・ちゅーりっぷ 中川　愛理 15 福島県立平支援学校高等部１年

101
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 モンブランの頂き 上山　虎太郎 17 福井県立福井特別支援学校高等部２年

102
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 自由な心 髙橋　望 29 ＮＰＯ法人訪問大学おおきなき（東京都）

103 書 努　力　賞 いのち 杉本　悠綾 9 四日市市立大矢知興譲小学校３年（三重県）

104 書 努　力　賞 笑 鎌田　洋信 11 青森県立浪岡養護学校小学部６年

105 書 努　力　賞 天地 村上　大空 13 青森県立青森第一養護学校中学部１年

106 書 努　力　賞 丑 矢島　奏芽 13 東京都立光明学園中学部２年

107 書 努　力　賞 創造 野呂　律稀 15 青森県立青森第一養護学校中学部３年

108 書 努　力　賞 恋 神浦　世恋 18 福岡県立直方特別支援学校高等部３年

109 書 努　力　賞 人街 石田　充樹 40 ハートピア出雲デイセンター（島根県）

110 書 努　力　賞 叡哲 今川　孝宣 50 障害者支援施設ナーシングピア加西（兵庫県）

111 書 努　力　賞 星の世界 大島　節子 53 指定障害福祉サービス事業所ひまわり荘（兵庫県）

112 書 努　力　賞 空 中村　平一 61 障害者支援施設桐ヶ丘（秋田県）

所　　　属題　　　名

第４０回（令和３年度）「肢体不自由児・者の美術展／デジタル写真展」入賞者一覧



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

P1 写真 テルウェル東日本賞 がんばった あかし 鎌田　花怜 10 山梨県立ふじざくら支援学校小学部４年

P2 写真 テルウェル東日本賞 私の大切な家族 12 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小学部６年

P3 写真 読売光と愛の事業団賞 優しい風 福嶋　優季 12 熊本県立松橋支援学校小学部６年

P4 写真 読売光と愛の事業団賞 キーン 澁谷　蓮 14 福岡市立今津特別支援学校中学部２年（福岡県）

P5 写真 金　賞 かげおどり 上村　煌 14 愛知県立ひいらぎ特別支援学校中学部３年

P6 写真 金　賞 ごきげんやで～ 北川　美空 15 三重県伊勢市

P7 写真 金　賞 僕らの思いを届けよう 福田　隼大 15 東京都立大泉特別支援学校中学部３年

P8 写真 金　賞 もう一人の僕がー！ 小松　勇斗 16 瀬戸市立瀬戸特別支援学校高等部１年（愛知県）

P9 写真 金　賞 迫りくるボール 中尾　大河 16 北九州市立小倉総合特別支援学校高等部２年（福岡県）

P10 写真 金　賞 ともだち 大場　あい 17 山形県立ゆきわり養護学校高等部２年

P11 写真 金　賞 七夕 佐藤　杏樹 17 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部３年

P12 写真 金　賞 ご注文はなんですか？ 和田　英資 19 静岡県三島市

P13 写真 金　賞 花手水 小西　真生 19 北海道札幌市

P14 写真 銀　賞 めがね くもってます 黒田　梨生 8 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小学部３年

P15 写真 銀　賞 かささん こんにちは 宮崎　心優 11 愛知県立岡崎特別支援学校小学部５年

P16 写真 銀　賞 水の中のダイヤモンド 半田　悠花 12 福岡市立長丘中学校１年（福岡県）

P17 写真 銀　賞 ５・４・３・２・１・０ 松本　尚汰 13 熊本県立松橋支援学校中学部１年

P18 写真 銀　賞 けむし 大草　雄 13 熊本県立苓北支援学校中学部２年

P19 写真 銀　賞 なくていいこと あっていいこと 高村　優 14 宮城県立拓桃支援学校中学部２年

P20 写真 銀　賞 鏡の中のぼく 光武　司 14 北九州市立小倉総合特別支援学校中学部３年（福岡県）

P21 写真 銀　賞 Ｓｋｙ Ｄｒａｇｏｎ 松浦　未葵 15 さいたま市立さくら草特別支援学校高等部１年

P22 写真 銀　賞 大地の♪（おんぷ） 岩里　武洋 16 千葉県立船橋夏見特別支援学校高等部１年

P23 写真 銀　賞 私たちの時間 山里　優貴歩 16 沖縄県立泡瀬特別支援学校高等部２年

P24 写真 銀　賞 コロナも負けるビッグスマイル 三浦　寧乃 17 岩手県立一関清明支援学校高等部３年

P25 写真 銀　賞 せみ 川村　陸 17 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校高等部３年

P26 写真 銀　賞 う～！まぶしいっ！ 今枝　佳恵 17 愛知県立小牧特別支援学校高等部３年

P27 写真 銀　賞 へびみたいなくも 髙谷　玲央 17 瀬戸市立瀬戸特別支援学校高等部３年（愛知県）

P28 写真 銀　賞 影の向こうで事件 山本　和真 18 北海道手稲養護学校三角山分校高等部３年

P29 写真 銀　賞 めちゃめちゃ笑ってるやんｗｗｗ 丸山　勇希 18 新潟県立東新潟特別支援学校高等部３年

P30 写真 銀　賞 割れた水風船 野木　颯太 18 群馬県立二葉高等特別支援学校３年

P31 写真 銀　賞 見て見てここに大根のお相撲さんいるよ。 荒木　明日香 24 くまもと江津湖療育医療センター（熊本県）

P32 写真 銀　賞 永遠の輝きを・・・ 畠山　真紀子 44 障害者支援施設桐ヶ丘（秋田県）

P33 写真 銀　賞 ママこれ何 丸山　紀行 73 新潟県三条市

P34 写真 銀　賞 風に吹かれて 竹内　ハル 73 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）
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P35 写真 銅　賞 トマトとせいくらべ！ 元杉　宗義 7 熊本県立熊本かがやきの森支援学校小学部２年

P36 写真 銅　賞 ペンギン大すき 井川　光希 8 埼玉県立宮代特別支援学校小学部２年

P37 写真 銅　賞 ようちゃん 波多野　明璃 8 新宿区立新宿養護学校小学部３年（東京都）

P38 写真 銅　賞 大好きな本のしおりになったよ！ 藏原　和奏 8 宇城市立小川小学校３年（熊本県）

P39 写真 銅　賞 カラフルな八角形 安田　琉樹 9 愛知県立岡崎特別支援学校小学部４年

P40 写真 銅　賞 からふるなかさ 梅木　柚華 9 愛知県立岡崎特別支援学校小学部４年

P41 写真 銅　賞 先生をうんしょ 樺木野　透羽 11 鹿児島県立加治木養護学校小学部５年

P42 写真 銅　賞 はやとくん、たべちゃうぞ。 杉本　千夏 11 熊本県立荒尾支援学校小学部５年

P43 写真 銅　賞 私の友達 小林　詩 11 長野市立吉田小学校６年（長野県）

P44 写真 銅　賞 カメさんはドミノが好き 坂本　凌威 11 茨城県立つくば特別支援学校小学部６年

P45 写真 銅　賞 ヒマワリとＷピース 中江　海晴 11 福井県立福井特別支援小学部６年

P46 写真 銅　賞 ひまわり 満開 前島　菜奈 12 埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校小学部６年

P47 写真 銅　賞 自どりにちょうせん 山根　ここの 12 鳥取県立鳥取養護学校中学部１年

P48 写真 銅　賞 ざんしんな人 中島　彩月 12 瀬戸市立瀬戸特別支援学校中学部１年（愛知県）

P49 写真 銅　賞 行き先はしょく員室 山崎　志織 13 瀬戸市立瀬戸特別支援学校中学部１年（愛知県）

P50 写真 銅　賞 乙女のほほえみ 泉　花凛 13 京都府立舞鶴支援学校中学部２年

P51 写真 銅　賞 ミラーリングの世界へ 藤田　みえ 13 熊本県立荒尾支援学校中学部２年

P52 写真 銅　賞 虫の目線 藤木　凜太朗 13 秋田県立秋田きらり支援学校中学部２年

P53 写真 銅　賞 ハッピースマイル 藤本　泰成 13 福岡市立今津特別支援学校中学部２年（福岡県）

P54 写真 銅　賞 僕の好きな季節は？ 川井田　亘優 13 福岡市立今津特別支援学校中学部２年（福岡県）

P55 写真 銅　賞 シャボン玉家族 遠山　綾音 13 熊本県立熊本支援学校中学部２年

P56 写真 銅　賞 わたし かわい～♥ 平湯　心愛 13 宮崎県立延岡しろやま支援学校中学部２年

P57 写真 銅　賞 ウイリアム・玲央 島村　玲央 13 長崎県立諫早特別支援学校中学部２年

P58 写真 銅　賞 わたし 太田　結海 14 愛知県立岡崎特別支援学校中学部２年

P59 写真 銅　賞 シャボン玉 加納　文人 14 秋田県立秋田きらり支援学校中学部２年

P60 写真 銅　賞 ふわふわ 米谷　風我 14 秋田県立秋田きらり支援学校中学部２年

P61 写真 銅　賞 カラフル～楽しいな！！～ 東條　葵 14 北九州市立小倉総合特別支援学校中学部３年（福岡県）

P62 写真 銅　賞 バスと友達 都築　映美 14 愛知県立岡崎特別支援学校中学部３年

P63 写真 銅　賞 白い、小さい、やぎ 小島　瑞稀 14 東京都立多摩桜の丘学園島田分教室中学部３年

P64 写真 銅　賞 僕の電動車椅子マシーン 河田　漣 14 愛媛県立宇和特別支援学校中学部３年

P65 写真 銅　賞 好きなもの見っけ 本田　莉子 14 長崎県立諫早特別支援学校中学部３年

P66 写真 銅　賞 みんなでした花火 中川　優菜 15 愛媛県立宇和特別支援学校中学部３年

P67 写真 銅　賞 おっとっと！！ 中田　恋 15 瀬戸市立瀬戸特別支援学校高等部１年（愛知県）

P68 写真 銅　賞 努力の証 尾本　響 15 埼玉県立越谷特別支援学校高等部１年

P69 写真 銅　賞 懐かしい野球 齊藤　貴大 15 埼玉県立越谷特別支援学校高等部１年

P70 写真 銅　賞 駐車場から見える空 山本　楓 15 福岡県立直方特別支援学校高等部１年

P71 写真 銅　賞 結局はこれが１番！ 斧谷　萌生 15 筑波大学附属桐が丘特別支援学校高等部１年（東京都）

P72 写真 銅　賞 我が家の見守り隊 川内　翔 15 福岡県立築城特別支援学校高等部１年

P73 写真 銅　賞 あーはっはっは・・・ 田中　陽隼 15 神奈川県立中原養護学校高等部１年

P74 写真 銅　賞 ガンダムＶＳ人間 髙橋　雄希 16 北海道手稲養護学校三角山分校高等部１年

P75 写真 銅　賞 ひょろひょろー 白濵　真希 16 熊本県立松橋支援学校高等部１年

P76 写真 銅　賞 カラフルなバス集合 小野寺　陽斗 16 神奈川県立中原養護学校高等部１年

P77 写真 銅　賞 おうちでWAIIHA！！ 大林　巧武 16 神奈川県立中原養護学校高等部１年
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P78 写真 銅　賞 せまるかべ 金井　海聖 16 埼玉県立熊谷特別支援学校高等部２年

P79 写真 銅　賞 朝顔咲いたよ！ 日詰　斗摩 16 北海道白糠養護学校高等部２年

P80 写真 銅　賞 夏の終わり 杢田　空快 16 鹿児島県立牧之原養護学校高等部２年

P81 写真 銅　賞 オウムのもくちゃん 知花　霜磨 16 福岡市立今津特別支援学校高等部２年（福岡県）

P82 写真 銅　賞 ＬＯＶＥ 住井　美夕 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P83 写真 銅　賞 水のすがた 寺谷　悠希 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P84 写真 銅　賞 ともだち 吉川　勇太 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P85 写真 銅　賞 なにこれ？ 久保　翔太郎 17 静岡県立東部特別支援学校高等部２年

P86 写真 銅　賞 楽しみの扉 岩井　愛恵 17 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部２年

P87 写真 銅　賞 かくれんぼ 佐藤　蓮斗 17 埼玉県立越谷特別支援学校高等部２年

P88 写真 銅　賞 空 斉藤　大生 17 岩手県立花巻清風支援学校高等部２年

P89 写真 銅　賞 ベルりんりん♪の壁 菅原　彩奈 17 秋田県立秋田きらり支援学校高等部３年

P90 写真 銅　賞 シャボン玉 若村　海月 17 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校高等部３年

P91 写真 銅　賞 でこぼこがいいね！ 幸田　日々輝 17 東京都立多摩桜の丘学園島田分教室高等部３年

P92 写真 銅　賞 落ちつくあじさい 山﨑　航大 17 青森県立青森第一高等養護学校３年

P93 写真 銅　賞 こっち見てる？ 杉本　杏莉 17 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部３年

P94 写真 銅　賞 歳をとった階段 神谷　笑美 17 愛知県立小牧特別支援学校高等部３年

P95 写真 銅　賞 小さな世界 寺尾　法子 17 愛知県立港特別支援学校高等部３年

P96 写真 銅　賞 嵐の後の夕焼け 佃　翔太 17 鳥取県立倉吉養護学校高等部３年

P97 写真 銅　賞 爽やか 鋤柄　楓雅 18 愛知県立岡崎特別支援学校高等部３年

P98 写真 銅　賞 ホラーな音楽室 木山　麗奈 18 愛知県立小牧特別支援学校高等部３年

P99 写真 銅　賞 大爆発 和田　健吾 18 愛知県立港特別支援学校高等部３年

P100 写真 銅　賞 行ってみたい☆宇宙 池永　怜里 19 和歌山県立南紀支援学校高等部３年

P101 写真 銅　賞 考える人々 土田　和徳 19 エイブリィ製作所（大阪府）

P102 写真 銅　賞 太陽と虹 中山　華 24 豊橋市肢体不自由児（者）父母の会（愛知県）

P103 写真 銅　賞 カラフル 片岡　三徳 57 障害者支援施設竜ノ口寮（岡山県）

P104 写真 銅　賞 信州で出会った　いやしの紅 下村　淳子 59 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

P105 写真 銅　賞 秋・ひとりじめ 小川　敬 59 埼玉県志木市

P106 写真 銅　賞 武庫川の夕景～もう帰る時間かな～ 前杉　武利 65 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

P107 写真 銅　賞 これ な～に？ 村山　千枝子 69 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

P108 写真 銅　賞 早い終息を祈って 松原　仁 73 やすらぎ地域活動支援センター（愛知県）

P109 写真 銅　賞 大安吉日 金澤　弘一 74 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

P110 写真 銅　賞 撮影風景 野上　忠義 81 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）
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