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－ １ －

　はじめに、令和４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、素晴らしい作品をありがとうございました。
そして、数多くの優れた作品の中からめでたく
入賞された皆さん、本当におめでとうございま
す。
　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る
と共に、交通安全を願う皆さんのメッセージを
広く社会に訴えることを目的として開催してお
ります。
　本会が文化支援活動の一環として取組んでお
ります両コンクールも、今年度で書道コンクー
ルが66回目、交通安全ポスターコンクールが45
回目を迎えることができました。また、規模・
歴史・質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関係各位のご指
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。　
　今年度もコロナ禍にありましたが、書道コン
クールには県下347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8,194点、また、交通安全ポスターコ
ンクールには122校から504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、両コンクールともに努力と熱意そして創造
力溢れる優秀な作品が数多く見受けられまし
た。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
の皆様はじめご指導いただいた先生方のご協力
とご高配の賜物であり、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ま
す。前年度は書道・交通安全ポスターともに素
晴らしい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」を養うことに大
い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
団体の皆さま、そして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、挨拶といたします。

ご あ い さ つ

全国共済農業協同組合連合会
青森県本部長　 沼　田　博　文
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講　評
　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。
　今年の出品状況の内訳は小中学校をあわせて
8,194点と220点の減少がみられました。大きな
原因は、コロナウィルス流行によって出品を断
念せざるを得なかったことや、人口減少による
学校閉校などがあげられます。しかし、参加率
では小学校88.4%、中学校では59.9％と依然高
い数値が出ています。
　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。
　コロナウィルス流行にともない多くの方々が
リモートを余儀なくされ、それが一つの有効手
段ともなりつつあり、学校も例外ではないよう
です。個人的にも欠席をした時にもリモートに
切り替えられるなど遅れることが少なくなった
ことは喜ばしいことです。
　ただ気になることは、キーボードを使うこと
で手書きの機会がわずかばかりは減少すること
でしょう。時代の流れといえばそれまでです

が、1874年からのタイプライターの出現により
欧米人の手書き文字の崩れにつながったことが
重なって見えるような気がします。
　いつの時代でも日本の手書きの上手な文字の
根底は毛筆によるものにあります。たとえ活字
体であっても明朝体などは毛筆のきまりをきっ
ちりと守っているのです。出品者の皆さんはそ
の美しい文字を書くための根本を学んでいると
いっても大げさなことではありません。
　別な見方をすれば、日本人で上手な字を書く
人が少なくなればなるほど皆さんは、特別な存
在になるはずです。ヨーロッパで漢字や仮名が
プリントされたＴシャツを着ている人を何度も
見たことがあります。異文化として興味深く
思っている人は少なくはありません。
　皆さんのようにそれらの基本となる書道を一
生懸命練習することは素晴らしいことなので
す。
　最後に、無効作品について重ねて申し上げま
す。今年の無効作品は431点でした。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。
　ご指導ありがとうございました。

書 道 審 査 総 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
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審 査 委 員

矢　越　郁　也
○昭和24年９月11日生

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
○翠心会会長
○雨声会会長

○青森県書道振興会議副会長
○日展入選６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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千　葉　咲　嬉
板柳町立板柳南小学校一年
（ＪＡ津軽みらい）

齋　藤　莉里愛
青森市立浪岡野沢小学校二年
（ＪＡ青森）

野　呂　瞬　翔
板柳町立板柳南小学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
するどく、力みなぎる強さのある書です。
筆の運びにためらいがなく、堂々とした立派な
作品です。

〔評〕
かな文字三文字の大きさとそれぞれのバランス
がよく、伸びやかで明るい表情がよかった。

〔評〕
強くしっかりした字です。中心がぶれることな
く収まりました。はらいが特にうまい。

半 紙 の 部
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三　上　慎　人
青森市立堤小学校四年
（ＪＡ青森）

白　川　茉莉愛
藤崎町立常盤小学校五年
（ＪＡ津軽みらい）

齋　藤　真里愛
青森市立浪岡野沢小学校六年
（ＪＡ青森）

〔評〕
筆先のすみずみまで力を込めながら、実にのび
やかに、大きな腕の運動で表現しています。と
てもすばらしい作品です。

〔評〕
優しく、おだやかな作品です。
全体をよく使い、素直にまとめあげている。

〔評〕
文字の重心をしっかりととらえ、全体のバラン
スも見事です。
筆を立て、鋒先に気をつけた書き方に感心しま
した。
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奈　良　ひより
青森市立浪打中学校一年
（ＪＡ青森）

加賀谷　空　駕
青森市立沖館中学校二年
（ＪＡ青森）

佐々木　胡　春
黒石市立中郷中学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
しっかりとした形のゆったりとした広がりのあ
る作品となっている。一画一画がていねいに書
かれていた。

〔評〕
たっぷりした書き方で、字のバランスが見事で
す。
空間が生き生きとして、明るく冴えわたった作
品です。

〔評〕
紙面の隅々まで気を配りながら、絶妙な文字の
配置をしています。気脈を通しながら一点一画
力強い線質の表現で快作です。
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条 幅 の 部

楠　美　芽　彩
板柳町立小阿弥小学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
墨量たっぷりで堂々とした書きぶ
りです。
最後までリズムを大切に文字の中
心を良く考えています。
名前書きの練習も加え、これから
も頑張って下さい。

坂　井　萌　彩
弘前大学教育学部附属小学校二年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
大らかで、明るい。筆使いも正し
く、紙面いっぱいに活用している
良い作品です。

福　士　和　奏
青森市立大野小学校一年

（ＪＡ青森）
〔評〕
うつくしいかたちで、大きく力づ
よく書けましたね。文字の中心が
きれいにそろっていて、とてもよ
い作品になりました。
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工　藤　莉　世
黒石市立黒石東小学校六年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
力強く、紙面いっぱいにうまくお
さめています。筆の使い方がよい
ので美しい線の形になっていま
す。漢字とかなの調和がとれて立
派な作品になりました。

安　田　颯太郎
藤崎町立藤崎中央小学校五年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
漢字と仮名の調和がとれ字間に隙
がありません。筆使いもきれいで
堂々として逞しい作品です。

奈　良　智　哉
青森市立浪打小学校四年

（ＪＡ青森）
〔評〕
ふくよかな線質ではあるが、中心
がしっかりとして流れもよかっ
た。
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鎌　田　泰　輔
青森市立浪岡中学校三年

（ＪＡ青森）
〔評〕
文字の大小や画数の異なる漢字や
仮名との流れが強弱の変化も無理
のない作品でよかった。

小　野　陽　向
田舎館村立田舎館中学校二年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
厳しい線質で流れの見事な作品で
す。
漢字と仮名文字の大きさのバラン
スも程良く、調和しました。
今後の更なる努力を期待します。

木　村　遙　花
黒石市立中郷中学校一年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
穏やかな雰囲気の中に芯をのがさ
ない強さがある。用筆も適確で、
習熟感が感じられる秀作である。
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六戸町立大曲小学校

校　長　畑　山　ゆかり

八戸市立三条中学校

校　長　安　田　眞理子

書道　小学校の部

書道　中学校の部
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半 紙 の 部

赤　坂　優　音
青森市立荒川小学校一年

（ＪＡ青森）

福　田　将　大
おいらせ町立木ノ下小学校四年
（ＪＡ十和田おいらせ）

花　田　叶　羽
弘前市立豊田小学校二年
（ＪＡつがる弘前）

葛　西　　　龍
黒石市立黒石小学校五年
（ＪＡ津軽みらい）

平　川　誠　人
田舎館村立田舎館小学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

野　呂　莉　桜
板柳町立板柳南小学校六年
（ＪＡ津軽みらい）
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北　城　莉　央
階上町立道仏中学校一年

（ＪＡ八戸）

酒　井　埜　愛
弘前大学教育学部附属中学校二年

（ＪＡつがる弘前）

鎌　田　泰　輔
青森市立浪岡中学校三年

（ＪＡ青森）
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岡　本　　　舷
八戸市立小中野小学校一年

（ＪＡ八戸）

小　泉　里桜奈
青森市立金沢小学校二年

（ＪＡ青森）

中　嶋　静　悟
平川市立平賀東小学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

葛　西　惟　央
田舎館村立田舎館小学校四年
（ＪＡ津軽みらい）

白　川　茉莉愛
藤崎町立常盤小学校五年
（ＪＡ津軽みらい）

玄　番　紗　絢
弘前大学教育学部附属小学校六年
（ＪＡつがる弘前）

条 幅 の 部
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齋　藤　大　河
青森市立浪岡中学校一年

（ＪＡ青森）

佐　藤　舞　子
黒石市立中郷中学校二年
（ＪＡ津軽みらい）

佐々木　胡　春
黒石市立中郷中学校三年
（ＪＡ津軽みらい）
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半 紙 の 部

加　川　福之助
藤崎町立藤崎小学校一年
（ＪＡつがる弘前）

小田桐　悠　樹
黒石市立黒石東小学校四年
（ＪＡ津軽みらい）

永　田　櫂　青
青森市立三内西小学校二年

（ＪＡ青森）

安　田　颯太郎
藤崎町立藤崎中央小学校五年
（ＪＡつがる弘前）

阿　保　朱　音
黒石市立黒石東小学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

山　田　陽生利
板柳町立小阿弥小学校六年
（ＪＡ津軽みらい）
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工　藤　紗　月
青森市立浪岡中学校一年

（ＪＡ青森）

小　野　陽　向
田舎館村立田舎館中学校二年
（ＪＡ津軽みらい）

花　田　ほのか
弘前市立第一中学校三年
（ＪＡつがる弘前）
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条 幅 の 部

石　橋　星　々
八戸市立吹上小学校一年

（ＪＡ八戸）

安　達　彩　華
六戸町立大曲小学校二年
（ＪＡおいらせ）

加　賀　愛　唯
八戸市立吹上小学校三年

（ＪＡ八戸）

猪　股　愛　結
黒石市立六郷小学校四年
（ＪＡ津軽みらい）

葛　西　　　龍
黒石市立黒石小学校五年
（ＪＡ津軽みらい）

長谷川　新　虎
板柳町立小阿弥小学校六年
（ＪＡ津軽みらい）
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三　上　瑠　羽
板柳町立板柳中学校一年
（ＪＡ津軽みらい）

酒　井　埜　愛
弘前大学教育学部附属中学校二年
（ＪＡつがる弘前）

白　戸　葉奈子
田舎館村立田舎館中学校三年
（ＪＡ津軽みらい）
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八戸市立吹上小学校一年 水　野　綾　香
弘前大学教育学部附属小学校一年 加　福　菜　桜
南部町立名久井小学校一年 田　村　周　暖
六ケ所村立尾駮小学校二年 太　田　清　子
田舎館村立田舎館小学校二年 田　澤　琴　美
青森市立浪岡北小学校二年 福　士　　　花
藤崎町立藤崎小学校三年 白　戸　樹　音
青森市立三内小学校三年 阿　部　笑璃和
平川市立平賀東小学校三年 成　田　一　路
青森市立浪打小学校四年 奈　良　智　哉
田舎館村立田舎館小学校四年 葛　西　惟　央
東北町立東北小学校四年 松　﨑　　　亮
黒石市立黒石東小学校五年 福　原　心　美
青森市立三内小学校五年 平　田　結　香

藤崎町立藤崎中央小学校五年 村　上　莉世愛
弘前大学教育学部附属小学校六年 玄　番　紗　絢
中泊町立小泊小学校六年 成　田　理　音
青森市立佃小学校六年 佐　藤　聖　藍
弘前市立第三中学校一年 小　堀　和　華
南部町立名川中学校一年 赤　石　聖　那
おいらせ町立百石中学校一年 西　舘　英　虎
弘前市立第一中学校二年 花　田　なゆか
青森市立筒井中学校二年 山　内　悉　瑞
青森市立佃中学校二年 加　藤　愛　梨
平川市立平賀東中学校三年 成　田　実　紗
青森市立浪岡中学校三年 成　田　花　菜
黒石市立黒石中学校三年 櫻　田　望　央

板柳町立板柳南小学校一年 濱　名　結　斗
弘前市立大成小学校一年 阿　部　花那実
八戸市立西園小学校一年 新　山　悠　人
板柳町立板柳北小学校二年 奈　良　和　奏
板柳町立板柳南小学校二年 赤　石　　　恩
青森市立浪岡野沢小学校二年 齋　藤　莉里愛
田舎館村立田舎館小学校三年 平　川　誠　人
板柳町立板柳南小学校三年 野　呂　瞬　翔
平川市立平賀東小学校三年 成　田　一　路
黒石市立六郷小学校四年 木　立　愛　琉
青森市立堤小学校四年 三　上　慎　人
弘前市立福村小学校四年 神　田　奏之介
黒石市立黒石東小学校五年 福　原　心　美
青森市立大野小学校五年 福　士　知　世

弘前市立豊田小学校五年 花　田　羽　玖
十和田市立藤坂小学校六年 今　泉　優　未
青森市立浦町小学校六年 榎　本　琥留未
板柳町立板柳南小学校六年 野　呂　莉　桜
青森市立浪打中学校一年 奈　良　ひより
田舎館村立田舎館中学校一年 工　藤　瑞　希
私立東奥義塾中学校一年 葛　西　凌　生
弘前市立第一中学校二年 山　本　七　翠
弘前大学教育学部附属中学校二年 久　保　心　晴
弘前市立第一中学校二年 花　田　なゆか
田舎館村立田舎館中学校三年 成　田　來　実
弘前市立第一中学校三年 花　田　ほのか
弘前大学教育学部附属中学校三年 中　村　心　音

半 紙 の 部

条 幅 の 部

応 募 状 況

参　加　校

小学校 244
中学校 103
計 347

区　分
応募点数

小学校 中学校 計
半紙の部 6,462 1,094 7,556
条幅の部 　465 　173 　638
計 6,927 1,267 8,194
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審査を終えて
　ここ数年の異常気象の影響を受け、集中豪雨
や酷暑などにより県内でも今年の８月を中心に
農作物の被害が発生したことは大変残念であ
り、損害補償対策など十分な手当てを講じての
一日も早い復興を願わずにはいられません。
　新型コロナ感染の流行は三年目に入り高止ま
りの様相で推移しており、社会生活に様々な影
響をおよぼしています。児童生徒のみなさんも
家庭や学校生活で、何かと不自由な思いをして
いるだろうと察します。外出を控えて自宅で過
ごさなくてはいけない状態はマイナス面だろう
と思いますが、見方を変えれば自分の時間に余
裕ができたことであり、ふだんはあまりじっく
り取り組めないことに集中することができると
いうプラス面もあるのではないでしょうか。
　ポスター制作の場合でも、参考資料を集めた
りアイデアをじっくり練るための時間を取るこ
とができます。そして、考えついたアイデアを
効果的に表現するための題名（コピー文）の工
夫・配置や図柄（イラスト画）とのマッチング
の良し悪し、図柄の構図・色彩などの再確認な
ど十分時間をかけた作品づくりができるはずで
す。
　以上のようなプラス面を有効に利用したと感

じられるポスターは、残念ながら今回の出品作
品を見る限り少数でした。昨年に比べ出品作品
数が減少したことが特に小１、小２と中学生に
見られました。コロナ感染の影響なのか、出品
数が減少すれば作品の質に影響します。小中学
生は新鮮な感性を持っているので、今後その力
をぜひ生かして欲しいと思います。
　ポスターなどの広告・宣伝分野は何よりもア
イデアの新鮮さ・独創性が決め手です。どこか
で見かけたようなものは注目されず、すぐ忘れ
られてしまいます。ですから作品づくりが決
まったら、アイデアの試作（ラフスケッチ）を
できるだけ多く描くことが欠かせません。たく
さん描く内にアイデアが煮詰まってきます。あ
とは作品の色塗りをていねいに時間をかけて仕
上げるだけです。努力して完成した作品に大い
に自信を持ちましょう。
　受賞されたみなさんおめでとう。みなさんの
作品の中で最優秀賞を受賞された作品は全国審
査会に送られ、多くの人たちの目に留まり評価
されますが、全国の出品作品の中でも決して見
劣りのしない優れたポスターですから、良い結
果がでることを期待しています。
　今コンクールが無事開催できたことを心から
喜び、関係者のみなさんにお礼申し上げます。

交通安全ポスター審査総評

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
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審 査 委 員

品　田　　　浩
○昭和32年３月27日生
○青森県造形教育連盟前顧問
○青森県立美術館鑑賞サポーター

附　田　　　豊
○昭和39年４月３日生
○青森県警察本部　交通部
　交通企画課　課長補佐

須　田　𠮷　郎
○昭和35年４月６日生
○一般財団法人青森県交通安全協会
　専務理事

古　川　雅比古
○昭和26年４月７日生
○グループ螺子会員
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柳　谷　虹　奈
青森市立浜田小学校一年
（ＪＡ青森）

〔評〕
かわいいポスターで見て楽
しくなりました。
文字がもう少し大きい方が
よかったかな。

木　村　啓　人
弘前大学教育学部附属小学校三年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
小３の作品として、構成がしっ
かりしています。題材（テーマ）
ともよく合った作品に仕上がり
ました。

橘　　　優　風
八戸市立城下小学校二年
（ＪＡ八戸）

〔評〕
さわやかな背景の中で笑顔の運転手と歩行者
をつなぐあいことばがうまく表現されていま
す。
こんなあいことばがふつうに見られると、見
ている方もさわやかになるポスターです。
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佐々木　優　二
新郷村立新郷小学校四年
（ＪＡ八戸）

〔評〕
交通安全のためのルールと
マナーがよく整理された構
図で表現されています。や
さしい色づかいとやさしい
人物の表情のバランスがよ
く、安心して見れる作品で
す。

佐々木　慶　次
弘前市立城西小学校六年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
止まれの標識から声が聞こえて
くるように描いたアイデアがす
ばらしい。
文字や絵もよく見えるように効
果的にバランスよく配置されて
います。
自転車の人にも注意喚起を促す
すぐれた作品です。

葛　西　日　彩
大鰐町立大鰐小学校五年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
題材（テーマ）と人物の表
情のマッチングがとても好
感がもてる作品です。
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荒　川　由貴奈
青森市立荒川中学校一年
（ＪＡ青森）

〔評〕
高い位置から見た構図がとて
も新鮮で、車と人とのバラン
スも適切でみごとな作品で
す。
「車道－－－」の文字レタリ
ングをもう少しきちんと描い
た方がよかったのでは。

佐々木　胡　春
黒石市立中郷中学校三年
（ＪＡ津軽みらい）

〔評〕
アスファルト上のマークや路面
の躍動した表現は、画面上には
ない車のスピード感が表れてお
り、みごとな作品に仕上がりま
した。

工　藤　優　奈
弘前大学教育学部附属中学校二年
（ＪＡつがる弘前）

〔評〕
ガイコツと飲酒運転を暗く表現しました。
恐い物語を想像させるような絵です。
灰色の色彩の中に白い文字で構成したレタリ
ングも見事です。
お化け屋敷にしないで軽く表現した力配分も
見事です。
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青森市立原別小学校

校　長　三　浦　孝　仁

むつ市立むつ中学校

校　長　侭　田　　　登

交通安全ポスター　小学校の部

交通安全ポスター　中学校の部
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山　下　栞　和
西目屋村立西目屋小学校四年
（ＪＡつがる弘前）

鈴　木　　　怜
青森市立古川小学校二年

（ＪＡ青森）

木　村　美　咲
弘前市立致遠小学校一年
（ＪＡつがる弘前）

安　住　颯　琉
おいらせ町立木ノ下小学校六年
（ＪＡ十和田おいらせ）

福　地　咲　文
弘前市立致遠小学校五年
（ＪＡつがる弘前）

大　石　凌　久
青森県立青森聾学校三年

（ＪＡ青森）
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松　本　　　唯
むつ市立むつ中学校二年
（ＪＡ十和田おいらせ）

船　橋　　　蒼
青森市立横内中学校一年

（ＪＡ青森）

吉　川　美　有
鶴田町立鶴田中学校三年
（ＪＡつがるにしきた）
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美濃部　日　向
むつ市立大平小学校一年
（ＪＡ十和田おいらせ）

美濃部　天　希
むつ市立大平小学校三年
（ＪＡ十和田おいらせ）

櫻　庭　恵　人
弘前市立時敏小学校四年
（ＪＡつがる弘前）

山　田　陽　愛
八戸市立八戸小学校二年

（ＪＡ八戸）

中　村　悠　乃
青森市立沖館小学校五年

（ＪＡ青森）

佐々木　一　豊
新郷村立新郷小学校六年

（ＪＡ八戸）
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工　藤　未　来
青森市立横内中学校二年

（ＪＡ青森）

吉　内　　　縁
むつ市立むつ中学校一年
（ＪＡ十和田おいらせ）

佐　藤　苺　花
鶴田町立鶴田中学校三年
（ＪＡつがるにしきた）
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弘前市立朝陽小学校一年 髙　田　柊　守
八戸市立西園小学校一年 奥　寺　晃　也
板柳町立板柳南小学校一年 阿　部　心乃助
六戸町立大曲小学校二年 塚　田　千　愛
八戸市立中居林小学校二年 川　端　愛　望
弘前市立大成小学校二年 柿　崎　葉　瑠
青森市立千刈小学校三年 田　崎　惺　矢
青森市立佃小学校三年 谷　口　陽菜乃
弘前大学教育学部附属小学校三年 鹿　内　望　央
むつ市立大平小学校四年 森　　　安　那
弘前市立大成小学校四年 五十嵐　ら　ん
弘前市立城西小学校四年 佐々木　梓　紗
黒石市立黒石東小学校五年 天　内　歩　夢
むつ市立第三田名部小学校五年 木　村　心　玲

青森市立長島小学校五年 安　田　杏　璃
弘前市立致遠小学校六年 丸　岡　蓮　旺
青森市立三内小学校六年 黒　滝　菜　陽
青森市立甲田小学校六年 田　澤　芽　実
三沢市立第一中学校一年 沼　山　大　斗
青森市立沖館中学校一年 菊　地　美　羽
青森市立横内中学校一年 赤　坂　優　心
弘前大学教育学部附属中学校二年 赤　石　三奈美
五所川原市立五所川原第一中学校二年 渋　谷　　　凪
青森市立荒川中学校二年 石　川　　　怜
鶴田町立鶴田中学校三年 千　葉　陽　由
鶴田町立鶴田中学校三年 福　田　実　咲
藤崎町立藤崎中学校三年 石　岡　　　澪

応 募 状 況
区　　分 参　加　校 応 募 点 数
小　学　校 108 406
中　学　校  14 98

計 122 504
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