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ご あ い さ つ

　はじめに、平成30年度JA共済青森県小・
中学生書道コンクールならびに交通安全ポス
ターコンクールに作品を応募していただいた
皆さんへ、心からお礼申しあげます。そして
めでたく入賞された皆さん、本当におめでと
うございます。
　本会が文化支援活動の一環として取組み主
催する両コンクールも、今年度で書道コン
クールが62回目、交通安全ポスターコンクー
ルが41回目を迎えることができました。ま
た、質・量ともに県内屈指のコンクールとし
て高い評価をいただいております。これもひ
とえに、県内小・中学校の深いご理解とご指
導・ご高配の賜物であり、ここに深く感謝の
意を表する次第であります。
　さて、このコンクールは、共済事業の理念
である相互扶助と思いやりの精神を、次代を
担う小・中学生の皆さんに伝えていくととも
に、書写教育への貢献と図画工作・美術教育
の高揚を図り、交通安全思想を幅広く社会に
訴えることを目的として開催しております。
　今年度の書道コンクールには、県下382校
の小・中学校ならびに特別支援学校の皆さ
んから、半紙の部、条幅の部合わせて10,974
点の応募をいただき、交通安全ポスターコン
クールには145校から689点の作品が寄せられ
ました。
　審査会において皆さんの作品を間近に拝見

し毎年感じていることですが、両コンクール
ともに熱意溢れる非常に優秀な作品が数多く
見受けられます。作品をお寄せいただいた皆
さんの日頃の努力の賜物と深く敬意を表する
とともに、保護者の皆様とご指導いただいた
先生方のご協力にも深く感謝申しあげます。
　今後は、最優秀賞受賞作品は県代表として
全国コンクールに出品することになってお
り、昨年度は、書道で「農林水産大臣賞」、
交通安全ポスターで「警察庁長官賞」という
名誉ある賞を受賞することができました。
　ここ数年、書道・交通安全ポスターともに
連続して全国表彰をいただいておりますの
で、今年度も大いに期待しているところであ
ります。
　学校、書道教室等いろいろな機会を活かし
書写教育、図画工作・美術教育を通じて芸術
を学ぶことは、皆さんの「創造性」を養うこ
とに役立つものと考えます。その意味でも、
今後も努力と精進を重ね、更なる技術の向上
と研鑽を積んでいただき、来年度以降も多数
の作品の応募を期待しております。
　最後に、両コンクールの運営にあたり格別
のご尽力をいただきました県内各JAおよび
後援団体、審査にあたっていただきました各
審査委員の皆さまに厚くお礼申しあげますと
ともに、今後ともより一層のご理解とご協力
をお願いし、あいさつといたします。

全国共済農業協同組合連合会

青森県本部長　 小　山　主　税
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書道審査総評

講　評
審査委員長　 鎌　田　雨　溪

○昭和23年12月11日生
○師　宮川翠雨
○日展入選 4 回
○青森県文化奨励賞
○求美集団「三游境」代表
○銀座鳩居堂
　 ニュージーランド・オークラ

ンド・ロンドン・クライスト
チャーチ・ニューヨーク・パ
リ等　個展16回

　昨年度も出品された方々の努力が結実し、
全国展において非常に優れた成績を収める結
果となり喜ばしい限りです。
　出品状況の内訳は小中学校をあわせて
10,974点と若干減少するものの、参加校数
382校で若干ではありますが増加しています。
小学校では総学校数の89.2％、中学校にあっ
ても61.1％という高い参加率です。児童数減
少の現状から考えると目覚ましいことと考え
ます。
　今年も一次選考に選ばれた小学生の作品
は、基礎的技術の高さと、大らかさが目立ち
ました。中学生の作品は端正で落ち着きがあ
る。いずれも長い時間をかけて技術を身につ
けたことによる自信に満ちた輝かしい作品揃
いでありました。
　ところで、私たちのバランス感覚というの
は地球に生まれたからこそのものであるとい
うことを認識しなければなりません。選ばれ
た皆さんの作品はバランスが特に優れている
という一面があります。水が水平であること
も、釣り糸が垂直であることも、地球に引力
があることで成り立っています。重力のない
宇宙にあってバランスは不要の物なのです。
　人間の場合、生まれた時点ではその能力を
持っていないのです。立って歩けるようにな
るまで長い時間をかけて感覚を身に付けま
す。その他のほとんどの感性も徐々に脳内に

おいて作られていくということは先端科学で
解明されつつあるようです。
　地球に生きているからこそバランス感覚は
大切であり、友達との関係、親子との関係、
そして、学校など社会との関係においてもま
た別な意味で大切なものです。
　文字を正しく書くことでバランス感覚を養
えたら大変有意義なことだと思います。漢字
が複雑であるがゆえに基本練習やより美しく
書くという追求が育まれたのでしょう。ギリ
シャ文字に由来するアルファベットの国には
文字の構造が簡略であるためか現代ではほぼ
ありえないことです。皆さんのように基本と
なる習字を一生懸命することは素晴らしいこ
となのです。
　さらに言えば、一般的なバランスを超えた
ところにそれまでの地球上に存在しなかった
真実がありうるのだと思います。
　最後に、無効作品について重ねて申し上げ
ます。昨年の583点に対し今年は諸先生方の
ご努力で469点と大きく減少しました。しか
しながら、まだ一小学校全生徒に近い数の生
徒がステージに上ることすらできない現状が
あります。ご指導される先生方は、お忙しい
こととは存じますが募集要項を詳しく読んで
いただいて、無効作品がさらに少なくなるよ
うにご協力お願いいたします。
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審査委員

矢　越　郁　也
○昭和24年 9 月11日生
○師　坂本素雪
○下北書人会員

菊　池　翠　汀
○昭和25年 9 月16日生
○師　宮川翠雨
○読売書法会理事
○翠心会理事長
○雨声会会長

○ 青森県書道振興会議副会長
○日展入選４回
○読売新聞社賞
○銀座鳩居堂　個展３回

米　田　井　朴
○昭和27年12月24日生
○師　宇野雪村、稲村雲洞
○書文化研究「寄遠會」主宰

岩　崎　栖　鷹
○昭和34年 2 月21日生
○師　山根渓石
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半 紙 の 部

石　山　希　成
弘前市立小沢小学校一年

（ＪＡつがる弘前）

奈　良　ひより
青森市立浪打小学校三年

（ＪＡ青森）

須　藤　圭　胤
黒石市立黒石小学校二年

（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
「む」がしっかりと書かれ
て、はねからの続きぐあい
もよく、明るくのびのびと
していた。名前もしっかり
書けるようにして下さい。

〔評〕
文字の配置と大きさのバラン
スがよくゆったりとした内に
リズミカルな線の表情がよ
かった。

〔評〕
半紙いっぱいに力強く書か
れた気力充実の一作です。
筆の折れ、押さえがしっか
りしているのは練習のたま
ものと思います。
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酒　井　埜　愛
黒石市立黒石小学校四年

（ＪＡ津軽みらい）

下斗米　美　桜
おいらせ町立木ノ下小学校六年

（ＪＡ十和田おいらせ）

鎌　田　泰　輔
青森市立本郷小学校五年

（ＪＡ青森）

〔評〕
課題の言葉のように明るく
堂々と書けました。墨を
たっぷりとゆっくりと筆を
動かし、深い線で表現した
ことが成功しました。これ
からも頑張って下さい。

〔評〕
素直ですがすがしい作品で
す。全体のまとまりが良く、
バランスのとれた佳作で
す。用筆も正しい。

〔評〕
すっきりした線質で、紙面
がとても明るくしあがって
います。美しい文字の形と
力強い点画で素晴らしい作
品になりました。
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奥　口　陽　平
八戸市立根城中学校一年

（ＪＡ八戸）

工　藤　紗弥佳
弘前大学教育学部附属中学校三年

（ＪＡつがる弘前）

坂　　茉那美
階上町立階上中学校二年

（ＪＡ八戸）

〔評〕
文字の中心に絞り込んだ造
形と引きしまった線質で、
意志の強さを感じる作品で
す。紙面に対する文字の配
置が適度で美しい作品で
す。

〔評〕
画数の多い字も少ない字も
うまくまとめあげました。
運筆がきれいで、受けの線
や、連綿にむりがなく半紙
に収まっています。

〔評〕
筆の活躍を生かしながら、
太い線もたっぷりと書けま
した。文字のバランスがよ
く、それが空間に響いてお
ります。
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条 幅 の 部

笹　森　琉　愛
黒石市立六郷小学校一年

（ＪＡ津軽みらい）

山　谷　　　晃
弘前大学教育学部附属小学校二年

（ＪＡつがる弘前）

細　山　夕　慧
青森市立大野小学校三年

（ＪＡ青森）

〔評〕
清らかな気 持ちで、
まっ白な紙に一心に
向かったすばらしい作
品です。心の美しさ
を感じさせてくれる見
事な書きぶりです。こ
れからもたくさん練習
し、書道をもっともっと
好きになって下さい。

〔評〕
大きな条幅の紙
にじょうずに文
字を入れていま
す。一字一字の
形も美しく、太
い線で元気いっ
ぱいに書けまし
たね。

〔評〕
漢字と仮名のバ
ランスがよくとれ
て、余白が生き
生きとしていま
す。はねやはら
いに誇張がなく、
紙面にしっかり
おさまっていま
す。
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宮　田　圭　都
青森市立横内小学校四年

（ＪＡ青森）

川　島　和　花
青森市立千刈小学校五年

（ＪＡ青森）

三　浦　紗　希
青森市立堤小学校六年

（ＪＡ青森）

〔評〕
線の端々に神経
がゆきとどいた
機微に富んだ作
品です。点画の
用筆もしっかり
していて、しか
も優美な秀作で
す。

〔評〕
筆のやわらかを
うまく利用して、
はねやはらいも
最後までしっか
りとして左右の
余 白 も よ く、 大
きさのある作品
であった。

〔評〕
さすが小学校の最
上 級 生です。 筆
使い、文字の形、
線 質、 墨 量と良
く調和させていま
す。本文の流れる
ようなバランスも見
事です。今後は名
前の練習も頑張っ
て挑戦しましょう。― 8 ― ― 9 ―



横　山　周　旺
弘前大学教育学部附属中学校一年

（ＪＡつがる弘前）

須　藤　大　翔
弘前大学教育学部附属中学校二年

（ＪＡつがる弘前）

鎌　田　愛　莉
青森市立浪岡中学校三年

（ＪＡ青森）

〔評〕
気 脈がよく通っ
ていて、一気に
力強く書いてい
ます。文字の配
置や文字の形も
うまく行の中心に
一本芯の通った
すがすがしい作
品になりました。

〔評〕
一画一画がてい
ねいな内に明る
くしっかりとし
た線で書かれて
いた。はねの意
味をもうすこし
考えて下さい。

〔評〕
力強さと明るさが
共存した立派な
作品です。紙面
を伸 と々使い、か
つ、調和もとれて
いて、申し分のな
い力作と云える。
日頃の習練が伺
えて頼もしさを感
じさせます。― 8 ― ― 9 ―



優秀学校賞

弘前大学教育学部附属小学校

校　長　 上之園　哲　也

弘前市立第二中学校

校　長　 竹　内　　　徹
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半 紙 の 部

福　地　咲　文
弘前市立致遠小学校一年

（ＪＡつがる弘前）

佐　藤　楓　子
おいらせ町立木ノ下小学校四年

（ＪＡ十和田おいらせ）

根　城　恒　晴
青森市立大野小学校二年

（ＪＡ青森）

板　井　孝　璃
弘前大学教育学部附属小学校五年

（ＪＡつがる弘前）

工　藤　瑞　希
田舎館村立田舎館小学校三年

（ＪＡ津軽みらい）

對　馬　愛　佳
平川市立松崎小学校六年

（ＪＡ津軽みらい）
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水　木　杏　南
弘前市立第一中学校一年

（ＪＡつがる弘前） 中　村　碧　杜
青森市立横内中学校二年

（ＪＡ青森） 鎌　田　愛　莉
青森市立浪岡中学校三年

（ＪＡ青森）

Ⓒ2006  JA-KYOSAI
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条 幅 の 部

葛　西　　　龍
黒石市立黒石小学校一年

（ＪＡ津軽みらい）

酒　井　埜　愛
黒石市立黒石小学校四年

（ＪＡ津軽みらい）

武　藤　宏　佳
三沢市立岡三沢小学校二年

（ＪＡおいらせ）

鎌　田　泰　輔
青森市立本郷小学校五年

（ＪＡ青森）

奈　良　ひより
青森市立浪打小学校三年

（ＪＡ青森）

工　藤　未　蘭
藤崎町立藤崎中央小学校六年

（ＪＡつがる弘前）
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槻ノ木沢　菜々子
青森市立浦町中学校一年

（ＪＡ青森）

吹　田　弘　樹
青森市立浦町中学校二年

（ＪＡ青森）

大　野　柚　子
私立青森明の星中学校三年

（ＪＡ青森）

Ⓒ2006  JA-KYOSAI
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半 紙 の 部

青　木　　　航
八戸市立吹上小学校一年

（ＪＡ八戸）

佐　藤　舞　子
黒石市立黒石小学校四年

（ＪＡ津軽みらい）

山　谷　　　晃
弘前大学教育学部附属小学校二年

（ＪＡつがる弘前）

佐　藤　仁　理
青森市立浪岡北小学校五年

（ＪＡ青森）

髙　橋　侑　夢
青森市立篠田小学校三年

（ＪＡ青森）

須　藤　安　美
弘前市立城東小学校六年

（ＪＡつがる弘前）
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中　村　謙　太
黒石市立中郷中学校一年

（ＪＡ津軽みらい） 工　藤　脩　斗
平川市立尾上中学校二年

（ＪＡ津軽みらい） 川　口　乃　子
弘前市立第三中学校三年

（ＪＡつがる弘前）

Ⓒ2006  JA-KYOSAI
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条 幅 の 部

伊　藤　　　理
青森市立佃小学校一年

（ＪＡ青森）

山　内　悉　瑞
青森市立筒井南小学校四年

（ＪＡ青森）

工　藤　莉　世
黒石市立浅瀬石小学校二年

（ＪＡ津軽みらい）

板　井　孝　璃
弘前大学教育学部附属小学校五年

（ＪＡつがる弘前）

花　田　年　男
青森市立横内小学校三年

（ＪＡ青森）

對　馬　愛　佳
平川市立松崎小学校六年

（ＪＡ津軽みらい）
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工　藤　咲　彩
青森市立浪岡中学校一年

（ＪＡ青森） 小比類巻　　稜
十和田市立十和田中学校二年

（ＪＡ十和田おいらせ） 熊　谷　洸　哉
弘前市立第三中学校三年

（ＪＡつがる弘前）

Ⓒ2006  JA-KYOSAI
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応　募　状　況

参　加　校

小学校 272
中学校 110

計 382

区　分
応募点数

小学校 中学校 計
半紙の部 8,861 1,318 10,179
条幅の部 558 237 795

計 9,419 1,555 10,974

半紙の部

条幅の部

三沢市立岡三沢小学校一年 小野地　崚
八戸市立白銀小学校一年 中道惇之介
大鰐町立大鰐小学校一年 山口　健心
五所川原市立五所川原小学校二年 工藤あやせ
むつ市立川内小学校二年 三上　ひな
藤崎町立常盤小学校二年 竹内　　唯
青森市立沖館小学校三年 吉川　青豊
青森市立浪岡野沢小学校三年 齋藤　大河
平川市立猿賀小学校三年 工藤　湖々
黒石市立黒石東小学校四年 花田なゆか
弘前市立致遠小学校四年 赤川　愛果
青森市立浦町小学校四年 國分せいら
平川市立金田小学校五年 原田　夏緒
黒石市立黒石小学校五年 佐々木胡春

藤崎町立常盤小学校五年 横山　龍桜
青森市立浪岡北小学校六年 古村　日和
田舎館村立田舎館小学校六年 中山　佑介
弘前市立北小学校六年 糟谷菜々美
青森市立浦町中学校一年 槻ノ木沢菜々子
青森市立浪岡中学校一年 工藤　咲彩
南部町立名川中学校一年 松井　榎恋
つがる市立木造中学校二年 野呂　彩乃
弘前市立第一中学校二年 佐々木七海
野辺地町立野辺地中学校二年 千葉　穂香
青森市立浦町中学校三年 柳本　和奏
弘前市立第三中学校三年 熊谷　洸哉
青森市立浦町中学校三年 倉田　　葵

藤崎町立常盤小学校一年 白川茉莉愛
藤崎町立藤崎中央小学校一年 村上莉世愛
弘前市立豊田小学校一年 花田　羽玖
おいらせ町立木内々小学校二年 戸沢　　詩
黒石市立浅瀬石小学校二年 小田桐愛珠
平川市立松崎小学校二年 對馬　玄翔
田舎館村立田舎館小学校三年 葛西美輝翔
青森市立原別小学校三年 内藤　　碧
青森市立浪岡野沢小学校三年 齋藤　大河
青森市立浦町小学校四年 國分せいら
弘前市立致遠小学校四年 佐藤ひすい
黒石市立黒石小学校四年 佐藤　舞子
青森市立篠田小学校五年 阿部つばき
青森市立奥内小学校五年 泉　　琴乃

藤崎町立藤崎中央小学校五年 村上杏梨愛
青森市立堤小学校六年 髙坂　真愛
弘前大学教育学部附属小学校六年 葛西華那心
弘前市立城東小学校六年 須藤　安美
板柳町立板柳中学校一年 佐藤ほのか
弘前市立第一中学校一年 水木　杏南
青森市立浦町中学校一年 橋本　咲弥
黒石市立黒石中学校二年 神　　克彦
青森市立南中学校二年 伊藤みなみ
八戸市立湊中学校二年 山﨑　僚太
弘前大学教育学部附属中学校三年 工藤紗弥佳
青森市立浦町中学校三年 柳本　和奏
弘前大学教育学部附属中学校三年 澤田　真拓
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交通安全ポスター審査総評

審査を終えて

審査委員長　 宮　本　益　衛

○昭和12年 7 月 1 日生

○デザイングループ’60会員

○教美展運営委員

○県展デザイン部門運営委員

　ポスターやパンフレット・チラシなどの宣
伝物は、印刷されて多くの人の目に触れるデ
ザイン作品です。そのため、特にポスターの
場合は一見して何の宣伝・伝達なのか分かる
ことが大事です。見る人にテーマ（主題）が正
確に伝わる工夫が必要ですから、画面上に中
心となる図柄（イラスト）をどのように配置し
て効果的に見せればよいか、短くて的確な文

（キャッチコピー）と共に背景（バック）の色
や形のバランスも考え制作することになりま
す。
　応募された交通安全ポスターを今年もその
ような観点で審査しました。入賞された作品
は上記のような条件を満たしたものがほとん
どでした。全部の作品が、と言いたいところ
ですが細かい点で改善の必要が見られたもの
もありました。例えば図柄に文が合っていな
いとか、強調したいところの形や色が目立た
ないとか精一杯描いているのに印象が薄いた
めに上位に入らなかった作品もあり、ちょっ
と残念でした。
　全体を通して今年のポスター作品について
感想を述べてみます。例年に比べて作品数が
減った学年もありましたが全体の数は例年並
みで、参加学校数が増えたことは喜ばしい結
果でした。作品の特徴を少し詳しく述べたい
と思います。
　学年による作品数の増減も気になります
が、それよりも作品の質・できばえのことが
気になります。出品数は他校に比べて多数で
すが、夏休みの課題として子どもに描かせっ

ぱなしのまま出品したのではないかと思われ
る事例です。じょうずへたはあってもまじめ
に作品を作っているか、見れば誰にでも見分
けがつきます。入賞するしないにかかわらず
他の人に見てもらうのですから、作品を作っ
た子どもよりも描かせ応募した大人の方が配
慮しなければならないことなのではないで
しょうか。また、入賞させたい作品だったの
に、歩行者用信号機の赤と青が逆だったり、
コピー文に誤字があったりとかの単純ミスは
指導者の最後のチェックで防ぐことができる
ので、大変惜しまれます。
　厳しい指摘をしましたが、反面、私たち審
査員を悩ませた小学高学年のすてきな作品と
の出会いを述べます。最優秀賞にしたい作品
が２点とも出てきてしまいました。小学高学
年らしい伸びやかで迫力のある画面構成の
ポスターと、今問題になっている「あおり運
転」をテーマにした完成度が高いポスターと
どちらも甲乙つけがたい作品です。中央の審
査会にも問い合わせましたが、やはりどちら
か１点に決めなければならないということ
で、やむなく決めました。惜しくも今回最優
秀作品にならなかったけれど、来年次の学年
でも発揮できる才能をもっているのでぜひ再
チャレンジして欲しいと心から願っていま
す。
　終わりに、すてきな作品を出品された小中
学生のみなさんや指導された先生方、並びに
毎年このような企画を実施される共済連事務
局のみなさんに心から感謝申し上げます。
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審査委員

古　川　雅比古
○昭和26年 4 月 7 日生
○グループ螺子会員

長　尾　健　史
○昭和50年４月16日生
○青森県警察本部　交通部交通企画課　課長補佐

小　林　　　裕
○昭和27年５月13日生
○一般財団法人青森県交通安全協会　専務理事
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佐　藤　彩　妃
弘前市立致遠小学校一年

（ＪＡつがる弘前）

金　入　崇一朗
八戸市立根城小学校三年

（ＪＡ八戸）

西　沢　優　蘭
弘前市立石川小学校二年

（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
図がらも文（標語）も
ほのぼのとした印象を
受けます。とても楽し
いポスターになりまし
た。色の組み合わせも
すてきです。

〔評〕
この「反射材をよく見て
ね！」という作者の願いが
強調されたポスターです。
文字の色と大きさのバラン
スや顔の表情がうまい。

〔評〕
わかりやすい標語とそれに
ふさわしいやさしい女の子
の姿がよく合って、印象的
な作品になっています。
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中　里　百　那
八戸市立西園小学校六年

（ＪＡ八戸）

中　田　紫　月
むつ市立大平小学校五年
（ＪＡ十和田おいらせ）

〔評〕
絵を好きな子が楽しく、
一生けんめい描いたよう
な作品です。迫力あるト
ラックの車輪と真剣な男
の子の表情が見事にマッ
チして美しい作品になり
ました。

〔評〕
文（標語）とそれに対応
する信号標識のイラスト
がユニークで、楽しい作
品になりました。

山　下　日　彩
西目屋村立西目屋小学校四年

（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
数多くの作品の中でまっ先
に目を引きました。子ども
たちの表情、画面の組合せ、
色合いなど、どれも優れて
います。
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齋　藤　　　菖
青森市立西中学校三年

（ＪＡ青森）

對　馬　修　誠
青森市立横内中学校一年

（ＪＡ青森）

関　口　実　佳
八戸市立第一中学校二年

（ＪＡ八戸）

〔評〕
「飲酒運転」の危険性を大
胆な図がらの中に、図中の
ドライバーに小さな子ども
がいることを暗示する表現
や、「人生」の文字にキズ
がある表現など、さすが中
３の作品です。

〔評〕
親密な家族愛が適確に表現
された「交通安全」の理想
的な作品です。特に背景の
効 果 的 な 人 物 描 写 が ポ ス
ターの質をたかめています。

〔評〕
見事な構図と着彩技術でとても印象
深く訴求力の秀でた作品になってい
ます。テーマも今日の社会事情によ
く合っていますね。
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交通安全ポスター　中学校の部交通安全ポスター　中学校の部

優秀学校賞

青森市立沖館小学校

校　長　 油　布　一　之

むつ市立大平中学校

校　長　 岩　本　浩　也

― 24 ― ― 25 ―



越　智　文　侍
六戸町立大曲小学校一年

（ＪＡおいらせ）

三　上　滉　人
青森市立堤小学校三年

（ＪＡ青森）

蔦　川　真　央
弘前大学教育学部附属小学校五年

（ＪＡつがる弘前）

齊　藤　理　人
青森市立橋本小学校二年

（ＪＡ青森）

細　越　大志郎
むつ市立第二田名部小学校四年

（ＪＡ十和田おいらせ）

小　島　夕　凪
むつ市立苫生小学校六年
（ＪＡ十和田おいらせ）
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横　野　彩　音
南部町立福地中学校一年

（ＪＡ八戸）

渡　辺　真　生
青森市立戸山中学校二年

（ＪＡ青森）

河原木　香　珠
八戸市立三条中学校三年

（ＪＡ八戸）
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小　野　彩　花
弘前市立第三大成小学校五年

（ＪＡつがる弘前）

加　賀　ひなた
青森県立八戸聾学校一年

（ＪＡ八戸）

木　村　友　香
弘前市立東小学校六年
（ＪＡつがる弘前）

宮　𥔎　奏　和
弘前市立第三大成小学校四年

（ＪＡつがる弘前）

伊　藤　千　代
青森市立金沢小学校三年

（ＪＡ青森）

小　枝　結　花
弘前市立時敏小学校二年

（ＪＡつがる弘前）
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金　田　紗　季
むつ市立大畑中学校二年
（ＪＡ十和田おいらせ）

松　村　大　翔
むつ市立大平中学校一年
（ＪＡ十和田おいらせ）

齋　藤　詩　織
藤崎町立藤崎中学校三年

（ＪＡつがる弘前）
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応　募　状　況
区　　分 参　加　校 応 募 点 数

小　学　校 122 432
中　学　校 23 257

計 145 689

Ⓒ2006  JA-KYOSAI

弘前市立青柳小学校一年 児玉　柚稀
弘前大学教育学部附属小学校一年 安達　光彩
むつ市立第三田名部小学校一年 熊谷　　遥
五戸町立五戸小学校二年 中島　虹空
六戸町立大曲小学校二年 佐々木伶凰
弘前市立文京小学校三年 竹内　結愛
弘前市立第三大成小学校三年 山内　やや
弘前市立千年小学校三年 齋藤　漱琉
黒石市立中郷小学校四年 長利　百華
八戸市立南郷小学校四年 坂本　　愛
七戸町立天間西小学校五年 佐藤　愛理
弘前市立北小学校五年 鍋田　歩花
弘前市立大成小学校五年 小嶋　凛香

十和田市立四和小学校六年 宮内　優奈
弘前市立城東小学校六年 荻野　桜子
弘前市立千年小学校六年 齋藤　瑠斐
むつ市立大畑中学校一年 駄賃場夏海
青森市立戸山中学校一年 中村　海惺
青森市立戸山中学校一年 名久井桜花
青森市立横内中学校二年 八木橋優人
青森市立佃中学校二年 佐野　心奏
八戸市立三条中学校二年 石亀麻彩耶
弘前大学教育学部附属中学校三年 三上　颯太
藤崎町立藤崎中学校三年 工藤　愛実
八戸市立市川中学校三年 小向　　空
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