
 

ＮＯ 部門
年
齢

所属

1 絵画 14 栃木県立足利特別支援学校中学部３年

2
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
17 千葉県立銚子特別支援学校高等部３年

3 絵画 12 茨城県立水戸特別支援学校小学部６年

4 書 16 山梨県立甲府支援学校高等部２年

5
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
6 新宿区立愛日小学校１年（東京都）

6 書 11 東京都立城南特別支援学校小学部５年

7 絵画 16 横浜市立上菅田特別支援学校高等部１年

8 書 15 青森県立八戸第一養護学校中学部３年

9 絵画 12 岐阜県立岐阜希望が丘特別支援学校小学部６年

10 書 13 青森県立八戸第一養護学校中学部１年

11 絵画 48 西部島根医療福祉センター（島根県）

12 書 14 青森県立青森第一養護学校中学部３年

13 絵画 11 鹿児島県立串木野養護学校小学部６年

14 書 18 東京都立光明学園高等部３年

15 絵画 9 福岡市立城浜小学校４年（福岡県）

16 絵画 13 東京都立あきる野学園中学部２年

17
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
58 愛媛医療センター２１病棟（愛媛県）

18 書 12 青森県立青森第一養護学校中学部１年

19 絵画 16 広島県立呉特別支援学校高等部２年

20
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
15 愛知県立岡崎特別支援学校高等部1年

21 絵画 17 鹿児島県立鹿児島養護学校高等部３年

22 書 8 福井県立福井特別支援学校小学部３年

23 絵画 16 東京都立水元小合学園高等部２年

24 書 22 俊文書道会（青森県）平塚　千絵日本肢体不自由児協会賞

第４１回（令和４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

大林　陽

太田　真結

入尾野　恰成

伊藤　気優

髙瀬　瑠菜

真崎　菜奈子

黒岩　晟明

阿部　俊介

野間　博文

工藤　詩恩

気

蝶々の親子

１４歳の自画像

上府　和美

橘川　真佳

西国領　竜次

桜鯛

楽しみ

松川　永遠

阿部　華鈴

古田　光

きりんのおやこ

日本肢体不自由児協会賞

山中　柚奈

蛯沢　健太

笠原　昌之佑

石毛　愛純

星野　爽

窪田　星那

滑川　すみれ

みらいへ

とら

一瞬の思い出

歌川広重「東海道五十三次」より

線香花火

太陽系

パカパカパッコンちゃん

夏の空と灯台

個性的な蝶々達

新

はじめてのなつやすみ

成長

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

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

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

ＮＴＴデータ ルウィーブ国際賞 歩きたい。走りたい。

ぼくのはつライブ

わっ！カマキリがとんだ

遠い記憶

めでたい

LIFE



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

25 絵画 優　秀　賞 高橋　絆 8

26 絵画 優　秀　賞 安　明日夢 16

27 絵画 優　秀　賞 西　拓馬 16

28 絵画 優　秀　賞 秋山　大輝 16

29 絵画 優　秀　賞 濵崎　一伽 17

30 絵画 優　秀　賞 下津浦　暉 21

31 絵画 優　秀　賞 岩田　美代子 66

32 絵画 優　秀　賞 後藤　久男 72

33 絵画 優　秀　賞 山本　純一 73

34
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 古田　紘大 10

35
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 山口　莉桜 11

36
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 鈴木　琴実 14

37
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 髙橋　夏実 14

38
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 髙橋　望 30

39
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
優　秀　賞 堀田　雅人 54

40 書 優　秀　賞 藏原　和奏 9

41 書 優　秀　賞 西国領　竜次 11

42 書 優　秀　賞 磯前　雄也 14

43 書 優　秀　賞 矢倉　遼典 15

44 書 優　秀　賞 手嶋　花道 15

45 書 優　秀　賞 山神　創太郎 17

46 書 優　秀　賞 沢井　翔太 19

47 書 優　秀　賞 森山　彩乃 18

48 書 優　秀　賞 小島　芳郎 50

49 書 優　秀　賞 松本　靖幸 53

50 書 優　秀　賞 大島　節子 54

51 書 優　秀　賞 堀尾　修 61

52 書 優　秀　賞 山下　恵子 62

53 書 優　秀　賞 宮城　洋子 73

54 書 優　秀　賞 武藤　きみ代 73

55 書 優　秀　賞 村上　清宣 83

56 書 優　秀　賞 園田　春三 88

東京都北区

香川県高松市

地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

指定障害福祉サービス事業所　ひまわり荘（兵庫県）

西部島根医療福祉センター（島根県）

清月書院（愛知県）

那覇市障がい者福祉センター（沖縄県）

清らかな心を

黒柿

希望

福岡県立直方特別支援学校高等部１年

福岡県立直方特別支援学校高等部３年

青森県立八戸第一養護学校高等部３年

まつぼっくり事業所（鳥取県）

姫路市立在宅障害者デイ・サービスルーム（兵庫県）

乙訓若竹苑（京都府）

宇城市立小川小学校４年（熊本県）

鹿児島県立串木野養護学校小学部６年

茨城県立水戸特別支援学校中学部３年

和歌山県立南紀支援学校高等部１年

大石田町立大石田小学校３年（山形県）

茨城県立水戸特別支援学校高等部２年

佐賀県立金立特別支援学校高等部２年

長崎県立諫早特別支援学校高等部２年

長崎県立諫早特別支援学校高等部３年

株式会社フォーオールプロダクト
就労継続支援Ｂ型佐世保布小物製作所（長崎県）

宇都宮市障がい者福祉センター（栃木県）

高浜安立荘（愛知県）

宇都宮市障がい者福祉センター（栃木県）

桑名市立藤が丘小学校４年（三重県）

群馬県立二葉特別支援学校小学部６年

豊川市立小坂井中学校２年

秋田県立秋田きらり支援学校中学部２年

NPO法人訪問大学おおきなき（東京都）

風鈴

目

聖

満堂和気生嘉祥（和気、堂に満ちて嘉
祥、生ず）

嵐

楽

希望

笑顔

判決

光る大空

元気

世界平和

粋

花

ファイト！ひまわり

大ばあちゃんちの裏の池をながめるわ
たし

かわいい雲たち

窓から見える満開の桜

国蝶～オオムラサキ～

にぎやかな町

題　　　名

家族で公園、楽しいな

アーモンドじゃないよ

東京パラリンピック諫早市採火式～
きっとあなたは誰かの光だ～

また明日

ぼくの住む港町

何を見ているんだろう？

厳島神社の絶景

所　　　属

第４１回（令和４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

想い出のせて

夜空にひびく花火



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

57 絵画 佳　作　賞 くじらさん 松本　夕波 7 鹿児島県立串木野養護学校小学部２年

58 絵画 佳　作　賞 ひまわりがいっぱいの森 空久保　陽帆 14 横浜市立上菅田特別支援学校中学部３年

59 絵画 佳　作　賞 そらとうみ 岩永　純心 15 長崎県立諫早特別支援学校高等部１年

60 絵画 佳　作　賞 職業 数学者の未来 座安　希空 16 沖縄県立那覇みらい支援学校高等部１年

61 絵画 佳　作　賞 イルカとなかまたち 山下　紗和 16 鹿児島県立鹿児島養護学校高等部２年

62 絵画 佳　作　賞 夏の終わり 長澤　怜央 17 佐賀県立金立特別支援学校高等部２年

63 絵画 佳　作　賞 自分 鹿島　陽輝 18 秋田県立秋田きらり支援学校高等部３年

64 絵画 佳　作　賞 芝桜 渡辺　美保 29 東京都板橋区

65 絵画 佳　作　賞 早春 前田　勉 71 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 彩どられた滝 鹿内　和雄 73 神奈川県横浜市

67 絵画 佳　作　賞 東京駅 長谷川　正視 79 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

68 絵画 佳　作　賞 うさぎとなかまたち 池浦　嘉洋 8 東京都立鹿本学園小学部３年

69
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 空の空想 廣田　琉花 14 福岡県立福岡特別支援学校中学部２年

70
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 炎の戦士 三橋　蘇芳 14 東京都立小平特別支援学校中学部３年

71
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 ひまわりとシャボン玉 中堀　陽菜 17 鹿児島県立串木野養護学校高等部３年

72
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 ゾンビット！シューティング 宮本　銀一 28 広島西医療センター３あゆみ病棟（広島県）

73
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 海の中の世界 倉本　雅也 33 NPO法人訪問大学おおきなき（東京都）

74
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
佳　作　賞 ゆめ 松本　夕波 7 鹿児島県立串木野養護学校小学部２年

75 書 佳　作　賞 平 成瀬　朱寧 8 筑波大学附属桐が丘特別支援学校小学部２年（東京都）

76 書 佳　作　賞 生きる力 三山　華凛 9 福岡市立今津特別支援学校小学部３年（福岡県）

77 書 佳　作　賞 ひまわり 瀬戸口　絢心 11 鹿児島県立串木野養護学校小学部５年

78 書 佳　作　賞 飛ぶ 齋藤　理歩 11 東京都立城南特別支援学校小学部６年

79 書 佳　作　賞 共生 瀬尾　敦大 12 茨城県立つくば特別支援学校小学部６年

80 書 佳　作　賞 平和 田沢　莉緒 13 青森県立青森第一養護学校中学部２年

81 書 佳　作　賞 平和 廣田　琉花 14 福岡県立福岡特別支援学校中学部２年

82 書 佳　作　賞 火 石田　昴雅 16 青森県立青森第一高等養護学校２年

83 書 佳　作　賞 片恋 山本　楓 16 福岡県立直方特別支援学校高等部２年

84 書 佳　作　賞 不動心 石川　宙 18 茨城県立水戸特別支援学校高等部３年

85 書 佳　作　賞 老若男女 山内　悟志 44 高岡市障害者福祉センター（富山県）

86 書 佳　作　賞 桔梗 八田　早苗 46 志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

87 書 佳　作　賞 元 池田　次子 50 障害者支援施設桐ヶ丘（秋田県）

88 書 佳　作　賞 枯華微笑 佐藤　明美 64 十日町市身体障がい者福祉センター（新潟県）

題　　　名

第４１回（令和４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 初夏の静物 山下　優希 13 小郡市立三国中学校２年（福岡県）

90 絵画 努　力　賞 私の大好きな世界 黒野　小春 15 横浜市立上菅田特別支援学校中学部３年（神奈川県）

91 絵画 努　力　賞 新天地 大瀬　佑陽 15 長崎県立諫早特別支援学校高等部１年

92 絵画 努　力　賞 作業をしている実習生 福元　双太 16 鹿児島県立串木野養護学校高等部２年

93 絵画 努　力　賞 春の訪れ 高野　竜汰 17 秋田県立秋田きらり支援学校高等部３年

94 絵画 努　力　賞 自由学園明日館の柱 大橋　一真 36 植山絵画教室（奈良県）

95 絵画 努　力　賞 しあわせのハート 小柴　さゆり 47 西部島根医療福祉センター（島根県）

96 絵画 努　力　賞 ナナカマド 福島　クニ江 81 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 パンダガール 内村　光希 12 東京都立小平特別支援学校中学部１年

98
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 あさひーず 田﨑　彩絵 13 東京都立小平特別支援学校中学部２年

99
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 未来の機械 能美　佳成 15 東京都立小平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 U・N・KO 長畔　晴 17 福岡県立直方特別支援学校高等部３年

101
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 パラグライダー 松岡　大輔 41 独立行政法人兵庫中央病院（兵庫県）

102
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｱｰﾄ
努　力　賞 夢 能登屋　花音 10 秋田県立秋田きらり支援学校小学部４年

103 書 努　力　賞 輝 遠藤　光 10 秋田県立秋田きらり支援学校小学部５年

104 書 努　力　賞 電光石火 高橋　稀夢來 13 東京都立志村学園中学部２年

105 書 努　力　賞 猛虎一聲 坂井　爽之助 14 東京都立志村学園中学部２年

106 書 努　力　賞 海 木津谷　楓 14 青森県立青森第一養護学校中学部３年

107 書 努　力　賞 今年の抱負 本田　奈々美 16 広島県立西条特別支援学校高等部２年

108 書 努　力　賞 七夕～願い事が叶いますように～ 田邉　彩音 17 福岡市立南福岡特別支援学校高等部３年（福岡県）

109 書 努　力　賞 能力 大野　賢司 27 志貴野ホーム障害者福祉センター（富山県）

110 書 努　力　賞 支 田中　浩幸 58 西部島根医療福祉センター（島根県）

111 書 努　力　賞 花 工藤　重光 72 障害者支援施設津麦園（青森県）

112 書 努　力　賞 和 下地　充子 79 那覇市障がい者福祉センター（沖縄県）

題　　　名

第４１回（令和４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



ＮＯ 部門 賞　　　名 応募者
年
齢

P1 写真 テルウェル東日本賞 お母さん 長田　耕季 8 山梨県立甲府支援学校小学部３年

P2 写真 テルウェル東日本賞 車いす・ロード 千葉　昊 17 岩手県立一関清明支援学校高等部２年

P3 写真 読売光と愛の事業団賞 ☆Soap Bubbles at Night☆ 日向野　福々 11 横浜市立上菅田特別支援学校小学部６年（神奈川県）

P4 写真 読売光と愛の事業団賞 とんぼの秋 山田　龍輝 15 各務原市立各務原特別支援学校高等部１年（岐阜県）

P5 写真 金　賞 クローバーの髪飾り 前田　七海 12 千葉県立船橋夏見特別支援学校中学部１年

P6 写真 金　賞 素敵な花かんむり 出田　あゆか 13 千葉県立船橋夏見特別支援学校中学部１年

P7 写真 金　賞 畑の写真を撮る友達 佐藤　日和 14 秋田県立秋田きらり支援学校中学部３年

P8 写真 金　賞 決めろ！ 運命の一投 斎藤　悠人 14 横浜市立上菅田特別支援学校中学部３年（神奈川県）

P9 写真 金　賞 カシャカシャ・・・カシャ 小島　瑞稀 15 東京都立多摩桜の丘学園島田分教室高等部１年

P10 写真 金　賞 校内暴力かもしれない？ 落合　楓雅 16 北海道手稲養護学校三角山分校高等部１年

P11 写真 金　賞 梅雨 山﨑　悠 17 鹿児島県立牧之原養護学校高等部３年

P12 写真 金　賞 爪 西中　秀樹 69 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

P13 写真 銀　賞 スイカ だいすき♡ 滑川　すみれ 6 新宿区立愛日小学校１年（東京都）

P14 写真 銀　賞 あいちゃんとおさんぽ 大久保　咲哉 7 宮崎県立延岡しろやま支援学校小学部１年

P15 写真 銀　賞 シャボン玉の世界 甲斐　愛來 10 宮崎県立延岡しろやま支援学校小学部４年

P16 写真 銀　賞 いつもの窓からお天気調べ 武田　将拓 12 東京都立多摩桜の丘学園島田分教室中学部１年

P17 写真 銀　賞 昭和から平成の爪痕 赤松　慶 13 愛媛県立宇和特別支援学校中学部２年

P18 写真 銀　賞 大根だ！ 中島　豪琉 14 熊本県立松橋支援学校中学部３年

P19 写真 銀　賞 苓北ヤモリ 茂田　勇樹 15 熊本県立苓北支援学校中学部３年

P20 写真 銀　賞 好きな本 いっぱい 小泉　那月 15 横浜市立上菅田特別支援学校中学部３年（神奈川県）

P21 写真 銀　賞 未来へ！クマール 佐藤　優名 15 さいたま市立さくら草特別支援学校高等部１年（埼玉県）

P22 写真 銀　賞 一歩一歩！！ 村上　凛 16 熊本県立荒尾支援学校高等部１年

P23 写真 銀　賞 タンバリンリン 白石　朋毅 16 岩手県立一関清明支援学校高等部１年

P24 写真 銀　賞 かくれんぼの名人 稲葉　隆太 16 千葉県立船橋夏見特別支援学校高等部１年

P25 写真 銀　賞 飛躍の年 北川　美空 16 三重県立度会特別支援学校高等部１年

P26 写真 銀　賞 迷路 上野　治登 16 静岡県立東部特別支援学校高等部２年

P27 写真 銀　賞 お掃除チェック中「鏡、汚れてます！」 品川　希華 17 熊本県立荒尾支援学校高等部２年

P28 写真 銀　賞 なにを撮ったのでしょう？ 相田　一輝 17 千葉県立船橋夏見特別支援学校高等部３年

P29 写真 銀　賞 水族館の魚 松田　芭奈 17 群馬県立二葉高等特別支援学校３年

P30 写真 銀　賞 エコキャップアート 近藤　航 18 愛知県立岡崎特別支援学校高等部３年

P31 写真 銀　賞 空高く舞い上がれ！ 佐藤　優斗 18 東京都立多摩桜の丘学園島田分教室高等部３年

P32 写真 銀　賞 恐竜出現 中山　華 25 豊橋市肢体不自由児（者）父母の会（愛知県）

P33 写真 銀　賞 おふくろ 前野　直人 66 埼玉県狭山市

P34 写真 銀　賞 雪　下ろし 竹内　ハル 74 十日町市身体障がい者福祉センター
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P35 写真 銅　賞 木琴みたいな階段 小浦　晴輝 8 熊本県立苓北支援学校小学部３年

P36 写真 銅　賞 ぼくのすきなもの 安武　侑生 8 熊本県立熊本かがやきの森支援学校小学部３年

P37 写真 銅　賞 大好きな友だち達の後ろ姿 岩本　凌空 9 合志市立西合志中央小学校３年（熊本県）

P38 写真 銅　賞 はなとぼく 大釜　陸 9 新宿区立新宿養護学校小学部３年（東京都）

P39 写真 銅　賞 力もちの妹 藏原　和奏 9 宇城市立小川小学校４年（熊本県）

P40 写真 銅　賞 僕の終業式 岡崎　龍月 10 熊本県立苓北支援学校小学部４年

P41 写真 銅　賞 暗い気持ち 森　萌絵 10 新宿区立新宿養護学校小学部５年（東京都）

P42 写真 銅　賞 校庭に津波が 増田　真二朗 11 埼玉県立宮代特別支援学校小学部５年

P43 写真 銅　賞 のぼるぞ。あれ？ 山木　大地 11 長野県稲荷山養護学校小学部５年

P44 写真 銅　賞 自撮りできてる～？ 杉本　千夏 12 熊本県立荒尾支援学校小学部６年

P45 写真 銅　賞 かいだん走り高跳び 川初　つむぎ 12 新宿区立新宿養護学校小学部６年（東京都）

P46 写真 銅　賞 麺が泳いでる 尾形　亮弥 12 熊本県立苓北支援学校中学部１年

P47 写真 銅　賞 眠いよ 浦　由真 12 愛知県立ひいらぎ特別支援学校中学部１年

P48 写真 銅　賞 ぼくも！ 村上　燿悠 12 千葉県立船橋夏見特別支援学校中学部１年

P49 写真 銅　賞 次元が違う 黒川　俐翔 12 愛知県立港特別支援学校中学部１年

P50 写真 銅　賞 坂の上のＮＩＷＡ 堀込　迅馬 13 千葉県立船橋夏見特別支援学校中学部１年

P51 写真 銅　賞 シャッター切るよー 戸川　虎大郎 13 鹿児島県立串木野養護学校中学部１年

P52 写真 銅　賞 咲かずに終戦を迎えた花たち 渡邉　拓巳 13 熊本県立松橋支援学校中学部１年

P53 写真 銅　賞 わたしのあしもと 福嶋　優季 13 熊本県立松橋支援学校中学部１年

P54 写真 銅　賞 鏡に映ったもう一人の私 中島　彩月 13 瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎中学部２年

P55 写真 銅　賞 おはようございます 石井　泉羽 14 千葉県立船橋夏見特別支援学校中学部２年

P56 写真 銅　賞 なかよし 小島　穂乃果 14 愛知県立ひいらぎ特別支援学校中学部３年

P57 写真 銅　賞 ♫ひょうたん三姉妹～ 藤田　みえ 14 熊本県立荒尾支援学校中学部３年

P58 写真 銅　賞 散歩道 兵頭　紗弥 14 愛媛県立宇和特別支援学校中学部３年

P59 写真 銅　賞 お気に入りのかばんを持って 福田　拓生 14 横浜市立上菅田特別支援学校中学部３年（神奈川県）

P60 写真 銅　賞 ひまわりと友達と私 町田　椎菜 14 鹿児島県立加治木養護学校中学部３年

P61 写真 銅　賞 ブタと、ゆうか 川邉　有華 14 埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校中学部３年

P62 写真 銅　賞 ハートを探せ 雲井　優生 14 愛知県立港特別支援学校中学部３年

P63 写真 銅　賞 優君と僕、イェーイ！ 鈴木　翔太 14 愛知県立港特別支援学校中学部３年

P64 写真 銅　賞 すてきなえんぴつとけしごむ
ジョージ　チュク　ゴ

ズィエ　明　竹内 15 愛知県立ひいらぎ特別支援学校中学部３年

P65 写真 銅　賞 光るペットボトル家族 髙根　秀明 15 愛知県立港特別支援学校中学部３年

P66 写真 銅　賞 大空 甲斐　日珂梨 15 鹿児島県立牧之原養護学校高等部１年

P67 写真 銅　賞 Red Dice 大塚　翔太 15 北海道手稲養護学校三角山分校高等部１年

P68 写真 銅　賞 あ！みつかった！ 岩㟢　里保 15 熊本県立松橋支援学校高等部１年

P69 写真 銅　賞 お米 大谷　真平 15 福岡県立築城特別支援学校高等部１年

P70 写真 銅　賞 はなばたけ 加藤　遼基 16 北海道手稲養護学校三角山分校高等部１年

P71 写真 銅　賞 分かれ道 鈴木　寿理 16 さいたま市立さくら草特別支援学校高等部１年（埼玉県）

P72 写真 銅　賞 水玉と雲 津上　真希 16 愛知県立港特別支援学校高等部１年

P73 写真 銅　賞 あめのちはれ 藤本　礼美 16 鹿児島県立牧之原養護学校高等部２年

P74 写真 銅　賞 鏡の世界のぼく 中田　恋 16 瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎高等部２年（愛知県）

P75 写真 銅　賞 たからばこ 西田　就佑 16 埼玉県立熊谷特別支援学校高等部２年

P76 写真 銅　賞 春の窓から 桑子　陽幹 16 埼玉県立熊谷特別支援学校高等部２年

P77 写真 銅　賞 先生と生徒 愛甲　康晴 16 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部２年
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P78 写真 銅　賞 先生！僕より目立ちすぎ！ 田中　文也 16 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部２年

P79 写真 銅　賞 走る扇風機 松浦　未葵 16 さいたま市立さくら草特別支援学校高等部２年（埼玉県）

P80 写真 銅　賞 空の虫メガネ 長尾　玲真 16 宮崎県立清武せいりゅう支援学校高等部２年

P81 写真 銅　賞 スマイル 16 宮崎県立清武せいりゅう支援学校高等部２年

P82 写真 銅　賞 僕のセカイ 堀田　一成 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P83 写真 銅　賞 放課後の世界に入りこんだ私 佐藤　愛菜 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P84 写真 銅　賞 夏のボウリング 熊谷　未来 16 愛知県立港特別支援学校高等部２年

P85 写真 銅　賞 今日の仕事終わり 川内　翔 16 福岡県立築城特別支援学校高等部２年

P86 写真 銅　賞 夏のはじまり 永松　みやび 17 鹿児島県立牧之原養護学校高等部２年

P87 写真 銅　賞 きみはだれだい？ 小松　勇斗 17 瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎高等部２年

P88 写真 銅　賞 髙橋　雄希 17 北海道手稲養護学校三角山分校高等部２年

P89 写真 銅　賞 春のルーエを探して 大高　凰貴 17 埼玉県立熊谷特別支援学校高等部２年

P90 写真 銅　賞 空の道 米満　美緒 17 熊本県立熊本かがやきの森支援学校

P91 写真 銅　賞 こんな所に？！ 清住　舞帆 17 熊本県立松橋支援学校高等部２年

P92 写真 銅　賞 私の見つけた風景 井戸﨑　竜斗 17 鹿児島県立加治木養護学校高等部２年

P93 写真 銅　賞 私の見つけた風景 蛭川　しらべ 17 鹿児島県立加治木養護学校高等部２年

P94 写真 銅　賞 くつの盆踊り 川田　大智 17 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部３年

P95 写真 銅　賞 青 曽田　彩奈 17 愛知県立岡崎特別支援学校高等部３年

P96 写真 銅　賞 危険！熊出没注意 小林　想知 17 さいたま市立さくら草特別支援学校高等部３年（埼玉県）

P97 写真 銅　賞 amegakuru 小谷　あいり 17 鳥取県立鳥取養護学校高等部３年

P98 写真 銅　賞 平和のつる 沖本　みなみ 17 群馬県立二葉高等特別支援学校３年

P99 写真 銅　賞 心の時計 牧野　菖 18 瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎高等部３年

P100 写真 銅　賞 手とテトリス？ 馬渕　祐汰 18 北海道手稲養護学校三角山分校高等部３年

P101 写真 銅　賞 学校っていいね 岩井　愛恵 18 熊本県立熊本かがやきの森支援学校高等部３年

P102 写真 銅　賞 産毛 深津　悠利 18 愛知県立岡崎特別支援学校高等部３年

P103 写真 銅　賞 大好きだよ ねえね 石川　芽依 18 群馬県立二葉高等特別支援学校３年

P104 写真 銅　賞 な～に？呼んだ？ 守口　凜香 18 福岡県立築城特別支援学校高等部３年

P105 写真 銅　賞 遊覧者 堤　隆 53 東京都足立区

P106 写真 銅　賞 古市　百宏 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 いま、食事中 前杉　武利 66 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

P108 写真 銅　賞 文武両道の８歳 寺原　教生 67 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

P109 写真 銅　賞 ドロンコカップ 丸山　紀行 74 新潟県三条市

P110 写真 銅　賞 春のわた雲 森　保弘 83 地域活動支援センターすももクラブ（大阪府）

「お主、わしの卵かけご飯を食った
の！」「しょっ、将軍様ぁー」

お約束のコンビ！～池田市・久安寺に
て～
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