
奨励作品
交通安全ポスターの部（小学校1年生～小学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 利府町立利府小学校 1年 紺野  翔
仙台 塩竈市立第三小学校 1年 坂内  紗奈

みやぎ仙南 大河原町立大河原小学校 1年 齋藤  晴耀
古川 大崎市立長岡小学校 1年 佐藤  美織

みやぎ登米 登米市立浅水小学校 1年 佐々木  愛華
いしのまき 石巻市立鹿又小学校 1年 鈴木  ねあ

仙台 多賀城市立城南小学校 2年 武  由紀乃
仙台 仙台市立南材木町小学校 2年 ドゥヴィレール  花怜
仙台 仙台市立館小学校 2年 尾形  隼世
岩沼市 岩沼市立岩沼小学校 2年 金田  源之助

加美よつば 色麻町立色麻小学校 2年 鈴木  はな
加美よつば 色麻町立色麻小学校 2年 浅野  心那

栗っこ 栗原市立瀬峰小学校 2年 蜂屋  希歩
栗っこ 栗原市立高清水小学校 2年 関村  日陽

みやぎ登米 登米市立石越小学校 2年 佐藤  きおら
みやぎ登米 登米市立米山東小学校 2年 岡崎  湊
いしのまき 石巻市立飯野川小学校 2年 武山  琉星

仙台 仙台市立七北田小学校 3年 越後  晶登
仙台 仙台市立南材木町小学校 3年 菅野  心陽
仙台 利府町立利府小学校 3年 鈴木  穂花
仙台 仙台市立寺岡小学校 3年 鈴木  理紗

みやぎ仙南 白石市立白石第二小学校 3年 制野  心春
名取岩沼 名取市立増田西小学校 3年 髙橋  捺芽
名取岩沼 名取市立愛島小学校 3年 伊藤  日彩

古川 大崎市立古川第三小学校 3年 齋藤  千夏
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 3年 髙橋  優月
いしのまき 東松島市立大曲小学校 3年 阿部  颯真
いしのまき 石巻市立石巻小学校 3年 小林  晄遙

（敬称略）



奨励作品
交通安全ポスターの部（小学校4年生～小学校6年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 利府町立利府小学校 4年 海老塚  柊羽
仙台 仙台市立寺岡小学校 4年 我妻  咲南
仙台 利府町立利府第二小学校 4年 育村  楓奈
仙台 仙台市立高砂小学校 4年 長谷川  宇
仙台 仙台市立虹の丘小学校 4年 今井  文音
仙台 仙台市立上杉山通小学校 4年 小林  楓
仙台 仙台市立館小学校 4年 堂脇  優陽

みやぎ仙南 白石市立白石第二小学校 4年 山田  萌花
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 4年 伊藤  和貴

古川 大崎市立長岡小学校 4年 山下  莉乃
みどりの 涌谷町立涌谷第一小学校 4年 相馬  凜音

いしのまき 石巻市立稲井小学校 4年 水野  凉
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 4年 千葉  愛斗

南三陸 南三陸町立名足小学校 4年 阿部  凛花
南三陸 気仙沼市立気仙沼小学校 4年 小山  未紗
仙台 仙台市立荒巻小学校 5年 京  小町
仙台 仙台市立寺岡小学校 5年 萬谷  芭瑠奈
仙台 利府町立菅谷台小学校 5年 石田  心

名取岩沼 名取市立増田西小学校 5年 千葉  結
名取岩沼 名取市立増田小学校 5年 山路  陽菜
名取岩沼 名取市立増田小学校 5年 山内  希美
あさひな 富谷市立日吉台小学校 5年 工藤  颯大

いわでやま 大崎市立岩出山小学校 5年 田口  葉夏
いしのまき 石巻市立北村小学校 5年 佐藤  希愛

南三陸 気仙沼市立新城小学校 5年 菊田  玲泉
仙台 利府町立利府第二小学校 6年 武田  鈴々
仙台 仙台市立木町通小学校 6年 佐藤  旭
仙台 仙台市立寺岡小学校 6年 鈴木  愛奈
仙台 仙台市立福室小学校 6年 石川  桜子
仙台 利府町立青山小学校 6年 片岡  絹
仙台 多賀城市立多賀城小学校 6年 尾花  心優
仙台 仙台市立荒町小学校 6年 佐藤  莉良

みやぎ仙南 白石市立白石第二小学校 6年 佐藤  碧泉
加美よつば 加美町立中新田小学校 6年 永峯  咲
いわでやま 大崎市立岩出山小学校 6年 小井戸  聖
いしのまき 石巻市立鹿妻小学校 6年 亀山  紗和
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 6年 杉山  陽依菜

（敬称略）



奨励作品
交通安全ポスターの部（中学校1年生～中学校3年生）

JA 学校名 学年 氏名
仙台 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 1年 豊田  悠月

みやぎ仙南 柴田町立槻木中学校 1年 佐藤  菜月
あさひな 富谷市立富谷中学校 1年 渡邊  優花

加美よつば 加美町立中新田中学校 1年 藤岡  夏乃
仙台 七ヶ浜町立向洋中学校 2年 島貫  梨美華
仙台 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 2年 鈴木  藍梨

名取岩沼 名取市立閖上中学校 2年 杉山  ななせ
仙台 七ヶ浜町立七ヶ浜中学校 3年 熊谷  紗彩

みやぎ登米 登米市立石越中学校 3年 武内  輝星
（敬称略）


