
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 石川  大智
仙台 松島町立松島第二小学校 1年 植松  実礼
仙台 多賀城市立多賀城小学校 1年 熊谷  美杏

みやぎ亘理 亘理町立亘理小学校 1年 笹木  悠慎
名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 1年 土橋  ななみ
新みやぎ 栗原市立若柳小学校 1年 遠藤  柊由
新みやぎ 美里町立南郷小学校 1年 荒関  夏菜子
新みやぎ 美里町立不動堂小学校 1年 木立  結仁
新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 1年 熊谷  星那
みやぎ登米 登米市立佐沼小学校 1年 熊谷  航希

仙台 仙台市立寺岡小学校 2年 金  祐嘉
仙台 仙台市立寺岡小学校 2年 松  照子

新みやぎ 大和町立吉岡小学校 2年 佐藤  匠
新みやぎ 大和町立吉岡小学校 2年 菅原  望咲
みやぎ登米 登米市立東郷小学校 2年 千葉  こはる
みやぎ登米 登米市立石越小学校 2年 佐藤  輝
みやぎ登米 登米市立中津山小学校 2年 鈴木  快和
いしのまき 東松島市立赤井小学校 2年 神山  芽衣
いしのまき 石巻市立北上小学校 2年 加藤  舞美
いしのまき 石巻市立中津山第二小学校 2年 佐藤  紗良更

仙台 仙台市立八木山南小学校 3年 大張  楓
仙台 多賀城市立天真小学校 3年 田中  伯空

みやぎ仙南 村田町立村田第二小学校 3年 水戸邊  佳澄
名取岩沼 名取市立愛島小学校 3年 山中  奏美
加美よつば 加美町立鳴瀬小学校 3年 伊藤  庵
加美よつば 色麻町立色麻小学校 3年 岡本  健介
加美よつば 加美町立中新田小学校 3年 鎌田  陽愛

古川 大崎市立古川北小学校 3年 平井  雅悠
古川 大崎市立古川第五小学校 3年 福田  晴太

いしのまき 石巻市立蛇田小学校 3年 佐藤  瑛太
（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 仙台市立宮城野小学校 4年 松田  結

みやぎ亘理 亘理町立逢隈小学校 4年 佐藤  凪桜
古川 大崎市立古川北小学校 4年 芦生  陸仁

新みやぎ 富谷市立明石台小学校 4年 石田  こはる
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 4年 三浦  琥珀
新みやぎ 涌谷町立涌谷第一小学校 4年 佐野  香織
新みやぎ 富谷市立日吉台小学校 4年 千葉  あさひ
新みやぎ 富谷市立富谷小学校 4年 大友  優徠
みやぎ登米 登米市立南方小学校 4年 阿部  真梨那
いしのまき 石巻市立広渕小学校 4年 安住  華音

仙台 仙台市立宮城野小学校 5年 鈴木  柚葉
仙台 仙台市立田子小学校 5年 早坂  美希
仙台 多賀城市立山王小学校 5年 伊藤  茉結
仙台 利府町立利府小学校 5年 紺野  翔
仙台 多賀城市立城南小学校 5年 岡田  初音

名取岩沼 岩沼市立玉浦小学校 5年 土橋  ののか
新みやぎ 大和町立吉岡小学校 5年 西條  歩優
新みやぎ 富谷市立明石台小学校 5年 野口  奏恵
新みやぎ 涌谷町立月将館小学校 5年 佐々木  陽向
新みやぎ 南三陸町立志津川小学校 5年 遠藤  哲太
いしのまき 石巻市立山下小学校 5年 佐々木  瑛正
いしのまき 石巻市立大街道小学校 5年 佐々木  心和

仙台 仙台市立寺岡小学校 6年 石ヶ森  成美
仙台 仙台市立鶴谷小学校 6年 大和田  結友

名取岩沼 名取市立増田西小学校 6年 秋谷  心音
加美よつば 加美町立鹿原小学校 6年 亀山  琉都

古川 大崎市立古川北小学校 6年 中根  心奏
新みやぎ 涌谷町立月将館小学校 6年 菅原  柚月
新みやぎ 涌谷町立箟岳白山小学校 6年 長田  琉那
新みやぎ 栗原市立志波姫小学校 6年 菅原  徠愛
みやぎ登米 登米市立加賀野小学校 6年 菅原  颯
いしのまき 石巻市立稲井小学校 6年 髙橋  愛菜
いしのまき 石巻市立北上小学校 6年 山内  望愛
いしのまき 石巻市立鹿又小学校 6年 佐藤  海羽
いしのまき 東松島市立大塩小学校 6年 邊見  千尋

（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 七ヶ浜町立向洋中学校 1年 石川  綺々

名取岩沼 岩沼市立玉浦中学校 1年 間  拓人
古川 宮城県古川黎明中学校 1年 小澤  心

新みやぎ 気仙沼市立鹿折中学校 1年 村上  静那
みやぎ登米 登米市立石越中学校 1年 齊藤  このは
いしのまき 石巻市立河南西中学校 1年 木村  美月

仙台 七ヶ浜町立向洋中学校 2年 鹿又  真愛
仙台 七ヶ浜町立向洋中学校 2年 石木田  寧音
仙台 利府町立利府西中学校 2年 二階堂  陽希
仙台 仙台市立吉成中学校 2年 野呂  咲帆
仙台 仙台市立仙台青陵中等教育学校 2年 堂脇  優陽

いしのまき 石巻市立河南西中学校 2年 山下  浩輝
いしのまき 石巻市立稲井中学校 2年 水越  実希

（敬称略）


