
 

第 10 回新県美展ジュニア部門 入賞・入選者発表 

（受付番号順） 

絵 画  応募点数 297 点 

 

（大賞） 

JA1004 福山 鈴之助   

 

（優秀賞） 

JA1040 下薗 理子 JA5013 伊藤 勇人 JA5095 湯谷 友喜 

JA5135 西村 紘希   

 

（奨励賞） 

JA1005 福山 花菜子 JA1015 馬場 理人 JA5006 山根 佑太 

JA5016 田中 志穂 JA5082 髙原 美空 JA5137 秀坂 海飛 

JA5153 堅小 紗奈 JA5159 三田 永人 JA5174 川崎 大治 

JA5179 二反田 甲 JA5249 山口 結生 JA5252 大下 久斗 

JA5254 林 俐琥 JA5256 増田 陸人 JA5258 保手濱 優菜 

 

（入選） 

JA1001 姜 雯惠 JA1002 姜 博文 JA1006 大西 季菜 

JA1007 山根 由唯奈 JA1008 仲田 陽菜 JA1011 麻野 紗世 

JA1022 白橋 詩歩 JA1024 和田 ひかり JA1026 貞任 凛香 

JA1027 門屋 智子 JA1032 渡邉 樹 JA1039 板岡 紗和 

JA5005 松田 彩花莉 JA5007 隠岐 杏那 JA5008 下岸 史佳 

JA5009 山木 千夏 JA5011 高安 鉄馬 JA5014 辰巳 琳乃助 

JA5020 林 伊吹 JA5026 永迫 睦那 JA5035 吉山 野乃花 

JA5036 高田 春 JA5037 木戸 心春 JA5038 土井 優菜 

JA5039 米田 侑生 JA5042 神田 琉矢 JA5043 米田 一惺 

JA5044 池内 佳穂 JA5045 新畑 進之介 JA5046 三浦 千裕 

JA5047 吉田 弥生 JA5048 住川 愛笑 JA5053 片上 花音 

JA5054 田中 あゆみ JA5055 川北 結衣菜 JA5062 住田 遥 

JA5063 梶谷 菜子 JA5065 中岡 恵愛 JA5066 中森 巴美 

JA5067 備後 七美 JA5070 榎 三次紀 JA5071 渡邊 朱里 

JA5072 横山 鯉美 JA5073 藤田 千菜 JA5075 楢﨑 桜 

JA5078 桂 一賀 JA5080 黒田 琉以 JA5081 松代 笑佳 

JA5083 藤本 奈也 JA5084 田組 未悠 JA5087 箕越 柚花 

JA5089 久保 汐里 JA5090 山下 優海 JA5091 松尾 栞那 

JA5092 垣本 夏希 JA5093 辻野 花音 JA5108 河内山 侑馬 

JA5129 大西 玲志 JA5133 伊達 優晴 JA5136 林 芽衣 



 
JA5138 松本 遊伊丸 JA5139 山田 理世 JA5140 増本 瑞季 

JA5142 林 奏汰 JA5144 横本 海愛 JA5152 鴛渕 圭人 

JA5154 弘津 航史 JA5157 林 咲希 JA5158 佐藤 ほのか 

JA5167 高橋 歩 JA5168 角南 祐大 JA5170 大野 寛暁 

JA5173 古谷 桃子 JA5178 森田 哲平 JA5188 高瀬 景太 

JA5189 奥村 千尋 JA5190 川本 将馬 JA5191 川本 稜馬 

JA5192 菅原 悠陽 JA5193 南谷 勇太 JA5195 𠮷川 晴太 

JA5196 赤石 桜彩 JA5204 堂本 一冴 JA5205 中𠮷 慶将 

JA5206 松田 寛人 JA5208 住吉 優海 JA5210 波多 夏来 

JA5214 川本 帆高 JA5228 齋藤 早希 JA5232 今井 空 

JA5233 奥村 寛太 JA5236 住吉 柊哉 JA5237 津村 柚 

JA5241 峯本 橙吾 JA5243 川下 優空 JA5247 保手浜 笑莉 

JA5248 矢野 幸恵 JA5250 郷司 真希 JA5260 森橋 珠侑 

 

 

 

工作（工芸）  応募点数 68 点 

 

（大賞） 

JB5002 伊藤 勇人   

 

（優秀賞） 

JB1008 馬場 理人   

 

（奨励賞） 

JB1002 福山 花菜子 JB1011 大森 友愛 JB5005 前田 慶 

JB5012 五反田 萌   

 

（入選） 

JB1001 福山 鈴之助 JB1004 岩崎 壮真 JB1005 岩崎 廉士 

JB1006 大森 友貴 JB1007 清古 尊 JB1010 濱田 紗弥乃 

JB1012 安原 瑠斗 JB5001 竹網 麻 JB5003 耕田 凛那 

JB5004 耕田 海悠 JB5006 瀬野 千尋 JB5007 松延 純怜 

JB5010 西村 まこ JB5011 大地 夏鈴 JB5013 田村 芽衣 

JB5014 市川 寛崇 JB5015 稲田 陽斗 JB5016 川口 千人 

JB5029 大下 莉奈 JB5031 舩附 奏空 JB5032 峯本 朱梨 

JB5035 沖田 耀慈 JB5036 谷崎 陽羽 JB5037 手島 快都 

JB5042 宮原 優太 JB5043 渡邉 和真 JB5044 淺井 美月 

JB5045 川下 彩来 JB5047 淺井 虎之助 JB5050 林 俐琥 

JB5054 保手濱 優菜 JB5055 益盛 秋穂 JB5056 森橋 珠侑 



 
 

彫 刻  応募点数 52 点 

 

（大賞） 

JC5001 前田 悠吾   

 

（優秀賞） 

JC5003 兼森 貫太   

 

（奨励賞） 

JC5006 湯浅 珠妃 JC5010 今田 葵子 JC5020 川下 琉惺 

JC5040 奈良 俊祐 JC5047 大下 莉奈  

 

（入選） 

JC1001 麻野 紗世 JC5002 山根 遙斗 JC5004 林 真矢 

JC5005 宮本 杏奈ヒッバード JC5008 林 洋亮 JC5009 坂田 優奈 

JC5012 萩原 舞衣 JC5014 高橋 りいな JC5015 安宗 栞那 

JC5016 福岡 麻菜 JC5017 稲荷 由奈 JC5018 久保田 基寛 

JC5019 平田 東海 JC5021 小林 俊晶 JC5023 栄谷 佳昂 

JC5025 服部 聖人 JC5026 川口 百姫乃 JC5027 齋藤 里緒 

JC5028 住吉 凛音 JC5029 谷崎 陽菜 JC5030 種岡 耀 

JC5031 中立 ひなの JC5032 市川 寛崇 JC5035 木原 伶仁 

JC5039 中川 康太 JC5043 安本 叶翔 JC5044 キゾラ ケレン 

JC5046 アンテイロ ハナ JC5048 中島 悠愛 JC5049 舩附 奏空 

 

 

 

写 真  応募点数 4 点 

 

（優秀賞） 

JD5001 宮田 楓菜   

 

（奨励賞） 

JD5003 中川 浬   

 

 

 

 

 

 



 
デザイン  応募点数 40 点 

 

（大賞） 

JE5002 小西 紗耶   

 

（優秀賞） 

JE5015 住田 遥   

 

（奨励賞） 

JE5036 大本 瑛介   

 

（入選） 

JE1001 有馬 美由香 JE1002 松倉 惺介 JE1003 高塚 東儀 

JE5001 宮田 楓菜 JE5003 新畑 進之介 JE5004 吉田 弥生 

JE5005 斎藤 美乃里 JE5006 平野 萌愛 JE5016 木場 美月 

JE5017 河口 萌々乃 JE5018 竹原 陽菜 JE5024 赤木 真心 

JE5031 妙田 結衣 JE5032 桑田 愛未 JE5033 桂 一賀 

JE5037 前田 真人   

 


