
［国土交通大臣賞］（最優秀作品）

氏　　名 都道府県名 学　校　名 学年 作　　品　　名

森石　琳 福井県 勝山市立荒土小学校 1 わたしがみらいにのりたいくるま

田林　俊祐 静岡県 浜松市立伊目小学校 2 それいけ！モグラマシーン

赤川　宙 秋田県 秋田市立八橋小学校 3 のりものいっぱい未来の町

江川　主真 和歌山県 田辺市立新庄第二小学校 4 未来のぼくの町

竹原　侑希 広島県 尾道市立木ノ庄東小学校 5 山をぬけて！

岩本　渚 徳島県 鳴門市島田小学校 6 ４月から私も毎日よろしくお願いします

［国土交通事務次官賞］（優秀作品）

氏名 都道府県名 学校名 学年 作品名

高橋　怜大 宮城県 大河原町立大河原小学校 1 工事現場のパワーショベル

須田　岳斗 茨城県 守谷市立松ヶ丘小学校 1 あったらいいな、こんなのりもの

平井　利弥 大阪府 岸和田市立天神山小学校 1 そらのまち

植村　咲花 青森県 八戸市立桔梗野小学校 2 ぐんぐんのびるクレーン車

近藤　大斗 秋田県 秋田市立旭川小学校 2 海の中が見える道

塚本　怜 大分県 宇佐市立高家小学校 2 にじの国

赤川　理人 埼玉県 新座市立石神小学校 3 エコの町

山田　泰成 富山県 富山市立芝園小学校 3 ぼくらの町のポートラム

神鳥　壮一朗 大分県 日出町立豊岡小学校 3 空の国

鈴木　風花 岩手県 奥州市立白山小学校 4 ていぼうの工事

辺見　理沙 神奈川県 相模原市立向陽小学校 4 町なかのでんしゃ

髙木　京香 京都府 立命館小学校 4 太陽光と風力発電を生かした未来の街

村山　桜花 福島県 双葉町立双葉北小学校 5 住んでみたいな不思議な町

田中　裕貴 兵庫県 神戸市立小寺小学校 5 未来の車

前田　寛輔 島根県 松江市立法吉小学校 5 くりの木から見た畑

岩田　和大 愛知県 一宮市立浅野小学校 6 未来都市

中村　幸太郎 三重県 松阪市立第四小学校 6 自由な世界

橋本　絵里奈 大阪府 大阪市立野中小学校 6 みんなで乗ったら楽しいな
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（佳作）

氏名 都道府県名 学校名 学年 作品名

井射　旭 広島県 東広島市立高屋東小学校 1 空気を汚さないドライブ

村田　明日香 山口県 宇部市立黒石小学校 1 みどりのなかのにしきがわせいりゅうせん

田　有希 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校 1 サンポートの風景

園部　裕希 福岡県 福岡市立青葉小学校 1 みらいのまち

田中　耀聖 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属小学校 1 にじいろのまち

福田　吏妃 熊本県 熊本市立城山小学校 1 住んでみたいなこんな町

近縄　力都 宮崎県 宮崎市立西池小学校 1 みらいのまち

入羽　ももこ 沖縄県 竹富町立小浜小学校 1 わたしの　だいすきな　こはまじま

相原　光太 青森県 弘前市立岩木小学校 2 国土を守るはたらく自動車

小林　美波 神奈川県 海老名市立今泉小学校 2 こんなにたのしい河畔公園

切通　魁人 千葉県 いすみ市立中根小学校 2 ありがとう、工事のおじさん

福山　大輝 栃木県 矢板市立東小学校 2 ジャングルパーク

林　竜之介 滋賀県 栗東市立治田西小学校 2 ロボットハウス

西村　和晃 奈良県 天理市立朝和小学校 2 できたてほやほやのアスファルト

青山　英樹 島根県 松江市立恵曇小学校 2 こうらはままでいったよ

濱畑　朱花 福岡県 久留米市立金丸小学校 2 国土と交通に関する図画

瀬戸　一真 福岡県 筑後市立松原小学校 2 かえるバス

松江　翔太郎 佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属小学校 2 未来のぼくたちの町

松村　陸 鹿児島県 霧島市立小野小学校 2 いっしょにくらす　みらい

吉川　怜玖 山形県 鶴岡市立朝暘第六小学校 3 ｼｮﾍﾞﾙｻﾞｳﾙｽが月開発

服部　真和 福島県 双葉町立双葉北小学校 3 未来の住みたい町

坂田　晴 千葉県 茂原市立茂原小学校 3 ぼくらの夢がひろがる空

宮川　太真 東京都 目黒区立駒場小学校 3
はてしなくつづく地下のきょ大トンネル
～しゅと高かんじょう線新じゅく線を見学して～

小林　美悠 茨城県 筑西市立養蚕小学校 3 海の街でくらしたい

市岡　真智 福井県 福井市明新小学校 3 人にやさしく地球にやさしく

山本　凌輝 岐阜県 岐阜市立本荘小学校 3 世界につながる海底エスカレーター

満仲　待望 三重県 桑名市立多度南小学校 3 海辺の生き物たち

須藤　翔太 三重県 松阪市立第四小学校 3 未来の乗り物と家

國松　希海 滋賀県 栗東市立治田西小学校 3 みらいの道ろと町

吉田　翼 和歌山県 橋本市立信太小学校 3 みらいの町とのり物

赤井　愛梨 和歌山県 橋本市立信太小学校 3 みらいの海

吉本　美嶺 徳島県 阿波市立御所小学校 3 たのしい動物の家

鈴木　宏翔 宮崎県 宮崎市立江平小学校 3 み来の町

天津　翔 宮崎県 宮崎市立那珂小学校 3 虫にのってどこまでも

岩崎　里子 北海道 帯広市立若葉小学校 4 フラワーランド

安倍　唯菜 岩手県 奥州市立胆沢愛宕小学校 4 宇宙をかけめぐるミステリー列車



石川　陽佳 福島県 双葉町立双葉北小学校 4 みらいのすんでみたい町

川口　茜 埼玉県 さいたま市立大砂土東小学校 4 未来のわたしのまち

山本　楓也 東京都 国分寺市立第六小学校 4 高速道路入り口

戸祭　雄太 茨城県 高萩市立高萩小学校 4 ぼくが大好きな飛行機

古屋　大樹 山梨県 甲州市立東雲小学校 4 リニア実験中

赤崎　友浩 兵庫県 神戸市立小寺小学校 4 太陽の力を利用しよう

小西　啓太 滋賀県 栗東市立治田西小学校 4 楽しい車

山野　真立 岡山県 井原市立西江原小学校 4
「未来の乗り物」「住んでみたい街」
「未来の道路」

辻田　真子 山口県 宇部市立船木小学校 4 地球をとびだす未来の道路

峰久　義冬 香川県 高松市立古高松小学校 4 未来の日本

村上　果奈 愛媛県 愛媛大学教育学部附属小学校 4 くだものの車に乗ってドライブ！

冨士川　貴大 熊本県 熊本市立田迎小学校 4 ビオトープの森で遊びたい！

塚本　向陽 大分県 宇佐市立高家小学校 4 好きな乗り物

高山　正記 鹿児島県 薩摩川内市立平佐東小学校 4 学校から見える町

黒澤　竜一郎 岩手県 大槌町立安渡小学校 5 宇宙にうかぶ道路

谷内　遥 宮城県 気仙沼市立南気仙沼小学校 5 未来のまち

荻野　柚季 神奈川県 海老名市立杉本小学校 5 道路をつくるおじさん

福島　快成 東京都 北区立稲田小学校 5 田舎と都会をつなぐ道

齋藤　真奈 茨城県 筑西市立関城東小学校 5 自然が残る未来都市いばらき

山下　夏歩 栃木県 小山市立間々田小学校 5 屋上を緑でいっぱいに

境野　大納 群馬県 伊勢崎市立名和小学校 5 未来の乗り物　エコすぎるカー！！

栃山　智恵 富山県 富山市立上条小学校 5 未来の未来の道路・乗り物

高橋　茉莉子 石川県 津幡町立中条小学校 5 汗が流れる道路工事

山川　直人 岐阜県 神戸町立下宮小学校 5 未来都市

荻原　みのり 岐阜県 本巣市立根尾小学校 5 根尾のじまん　淡墨桜

国島　大 静岡県 浜松市立広沢小学校 5 浜松はいい町だよ

肆矢　昇司 愛知県 名古屋市立ほのか小学校 5 工事現場

岩崎　愛理 奈良県 桜井市立織田小学校 5 四季のある地下街

戸知　愛花 岡山県 笠岡市立金浦小学校 5 自然にかえりたい

花田　湧 広島県 尾道市立木ノ庄東小学校 5 松江に，とどけ！

安田　萌々果 山口県 田布施町立麻郷小学校 5 楽しいビル＆楽しい乗りもの

德弘　達也 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校 5 街はのびるよ緑と共にどこまでも

市原　未智 高知県 高知市立第四小学校 5 安心、安全な水、より良い環境

山下　紗輝 佐賀県 佐賀市立日新小学校 5 元気村

小牧　虹夏 熊本県 城南町立豊田小学校 5 海底旅行海の汽車

平田　彩子 鹿児島県 鹿児島市立鴨池小学校 5 陸をつなぐ船

淺野　葵 青森県 弘前市立福村小学校 6 水防演習

庄司　歩美 宮城県 栗原市立瀬峰小学校 6 輪になってできた町

桂川　海輝 秋田県 横手市立金沢小学校 6 未来への入口



林　真梨奈 千葉県 茂原市立茂原小学校 6 だれにでもやさしい豊かな未来

保戸山　央弓 茨城県 結城市立結城小学校 6 鳥気分で気軽に空へ

小出　愛実 栃木県 那須塩原市立西小学校 6 ブランコと私

三好　竜誠 群馬県 伊勢崎市立名和小学校 6 宇宙都市

栗原　章滉 群馬県 伊勢崎市立名和小学校 6 未来の町

村上　颯 長野県 飯山市立飯山小学校 6 飛びたて大空へ！エアバス３８０

伊崎　瑛一 石川県 津幡町立中条小学校 6 ヘリコプタートレイン

下村　紗世 福井県 越前市服間小学校 6 宇宙へ続く道

武井　美晴 静岡県 私立加藤学園暁秀初等学校 6 未来・夢のワールドランド

谷口　誼 愛知県 江南市立草井小学校 6 ひびけ！とどけ！メロディー学園

河原　遼太 兵庫県 姫路市立広畑第二小学校 6 空とぶ帆船で空中都市へ行こう！！

西原　崇貴 奈良県 桜井市立纒向小学校 6 いろんな生き物の意見を聞いて作ってます

三上　さち 島根県 浜田市立三隅小学校 6 工事現場

二宮　凛人 愛媛県 松山市立湯築小学校 6 未来の町（住んでみたい）

安平　奈央 愛媛県 松山市立桑原小学校 6 エコ・タウン




