
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
みやぎ仙南 柴田町立槻木小学校 1年 加藤  悠理
みやぎ仙南 角田市立角田小学校 1年 岩間  翔大
名取岩沼 名取市立那智が丘小学校 1年 遠藤  凛
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 1年 若菜  陽翔
古川 大崎市立古川北小学校 1年 髙橋  真桜

新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 1年 遠藤  羚汰
新みやぎ 栗原市立宮野小学校 1年 藤原  蓮
新みやぎ 大和町立吉岡小学校 1年 井口  季希夏

みやぎ登米 登米市立浅水小学校 1年 千葉  涼介
みやぎ登米 登米市立米川小学校 1年 佐藤  結菜
みやぎ登米 登米市立米谷小学校 1年 小野寺  結愛
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 1年 大場  ひまり

仙台 仙台市立東六番丁小学校 2年 岡島  仁之助
仙台 仙台市立北仙台小学校 2年 種市  旬杜
仙台 仙台市立寺岡小学校 2年 フェイガン  瑠麗菜

みやぎ仙南 柴田町立船迫小学校 2年 長谷川  すみれ
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 2年 遠藤  恋花
古川 大崎市立古川北小学校 2年 菊池  柚妃
古川 大崎市立古川第五小学校 2年 二宮  真杜
古川 大崎市立古川北小学校 2年 三塚  優里

新みやぎ 大和町立小野小学校 2年 大友  柚葉
新みやぎ 美里町立南郷小学校 2年 高山  蓮大
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 2年 氏家  幸來
新みやぎ 大和町立吉岡小学校 2年 石川  知瑛夏

いしのまき 石巻市立広渕小学校 2年 金野  いろは
いしのまき 石巻市立須江小学校 2年 茂木  陽万莉

仙台 多賀城市立山王小学校 3年 髙橋  凜
仙台 多賀城市立多賀城小学校 3年 関内  晴飛
仙台 仙台市立館小学校 3年 尾形  峻世

みやぎ仙南 柴田町立船迫小学校 3年 齋藤  結音
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 3年 伊藤  奈々
名取岩沼 名取市立増田西小学校 3年 近藤  千代子
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 3年 八巻  璃音

加美よつば 加美町立宮崎小学校 3年 鎌田  侑希
古川 大崎市立古川北小学校 3年 氏家  悠人
古川 大崎市立古川第五小学校 3年 渡邊  駿斗

新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 3年 佐野  香織
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 3年 石田  こはる
新みやぎ 大衡村立大衡小学校 3年 小山  楓華

みやぎ登米 登米市立北方小学校 3年 千葉  紗空
みやぎ登米 登米市立米川小学校 3年 及川  凱大
いしのまき 石巻市立広渕小学校 3年 安住  華音

（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 仙台市立黒松小学校 4年 宮下  明桂
仙台 聖ドミニコ学院小学校 4年 栗山  カノン
仙台 仙台市立福室小学校 4年 大沼  花歩

みやぎ仙南 蔵王町立円田小学校 4年 大場  結愛
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 4年 黒田  愛星
名取岩沼 名取市立増田西小学校 4年 武田  煌生
名取岩沼 名取市立愛島小学校 4年 山中  宏希
古川 大崎市立古川北小学校 4年 藤島  莉愛來

新みやぎ 富谷市立明石台小学校 4年 野口  奏恵
新みやぎ 栗原市立若柳小学校 4年 石川  さくら

いしのまき 石巻市立飯野川小学校 4年 千葉  麗菜
いしのまき 石巻市立鹿又小学校 4年 永野  心深
いしのまき 石巻市立蛇田小学校 4年 大場  あかり

仙台 七ヶ浜町立亦楽小学校 5年 遠藤  里咲
仙台 多賀城市立山王小学校 5年 熊谷  慶太
仙台 仙台市立大沢小学校 5年 加藤  心絆
仙台 仙台市立寺岡小学校 5年 我妻  怜音
仙台 仙台市立館小学校 5年 渡邊  淳平

みやぎ仙南 白石市立白川小学校 5年 阿部  ななせ
名取岩沼 岩沼市立岩沼西小学校 5年 樋口  幸椰

加美よつば 加美町立宮崎小学校 5年 猪股  柚希
加美よつば 加美町立中新田小学校 5年 浅野  心那

古川 大崎市立東大崎小学校 5年 齊藤  心絆
古川 大崎市立古川第五小学校 5年 二宮  好華

新みやぎ 栗原市立築館小学校 5年 佐藤  璃衣子
みやぎ登米 登米市立東郷小学校 5年 永浦  透空
みやぎ登米 登米市立石越小学校 5年 千葉  楓
みやぎ登米 登米市立石越小学校 5年 猪股  優生
いしのまき 石巻市立鹿又小学校 5年 佐藤  海羽

仙台 仙台市立宮城野小学校 6年 大和田  翠
仙台 利府町立青山小学校 6年 吉村  千陽
仙台 仙台市立立町小学校 6年 横田  奈緒子

新みやぎ 涌谷町立箟岳白山小学校 6年 髙橋  遥葵
新みやぎ 大和町立小野小学校 6年 佐々木  悠愛
新みやぎ 大崎市立松山小学校 6年 伊藤  帆香
新みやぎ 栗原市立若柳小学校 6年 佐藤  健斗
新みやぎ 栗原市立若柳小学校 6年 森谷  莉央
新みやぎ 大和町立吉岡小学校 6年 西野  凜
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 6年 鈴木  心望

いしのまき 石巻市立蛇田小学校 6年 菅原  清楓
いしのまき 石巻市立須江小学校 6年 吉野  日依
いしのまき 東松島市立矢本西小学校 6年 吉田  結良

（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 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1年 堂脇  優陽
仙台 宮城県仙台二華中学校 1年 小林  未来
古川 宮城県古川黎明中学校 1年 菅原  裕乃

新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 1年 松平  心晴
新みやぎ 富谷市立日吉台中学校 1年 戸塚  乃愛

みやぎ仙南 白石市立白石中学校 2年 制野  結
古川 宮城県古川黎明中学校 2年 菅原  茉子
岩沼市 岩沼市立岩沼北中学校 3年 本多  正樹

（敬称略）


