
入選

分　　野：美術
タイトル：深海 Blue World
名　　前：吉原　日菜子
所　　属：福岡県立香住丘高等学校

分　　野：美術
タイトル：挑戦／青し骨より
名　　前：大栩　直也
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：「ザ・ワールド」
名　　前：嶋佐　佳笑
所　　属：滋賀県立八日市南高等学校

分　　野：美術
タイトル：泡沫
名　　前：高橋　香帆
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：行夢流想
名　　前：小野　紗季
所　　属：秋田県立西目高等学校

分　　野：美術
タイトル：trouble
名　　前：佐藤　佳奈
所　　属：秋田県立西目高等学校

分　　野：美術
タイトル：鎮まる昂奮
名　　前：小野　夏実
所　　属：秋田県立西目高等学校

分　　野：美術
タイトル：芍薬
名　　前：安丸　日菜
所　　属：徳島県立名西高等学校

分　　野：美術
タイトル：思い込み
名　　前：橋本　絵里奈
所　　属：大阪市立咲くやこの花高等学校

分　　野：美術
タイトル：十字路
名　　前：小林　瑠奈
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：美術
タイトル：夏の音
名　　前：神谷　友里
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校



分　　野：イラストレーション
タイトル：Halcyon World
名　　前：今川　由梨
所　　属：岡山県美作高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：部屋Ⅰ
名　　前：菅野　麻結
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：夢飛ばす
名　　前：中田　樹菜
所　　属：沖縄カトリック高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：Shall we dance
名　　前：大場　菜摘
所　　属：岐阜県立池田高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：真夏の走馬灯
名　　前：曽我　光希
所　　属：三重県立飯野高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：粧い
名　　前：大島　空代
所　　属：宮城県仙台第二高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：迷い込む
名　　前：南　泉水
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：いただきます。
名　　前：井口　瑞貴
所　　属：大阪府立布施高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：死光
名　　前：早田　賀音
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：青空 Tシャツ
名　　前：渡邉　萌笑
所　　属：多治見西高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：反応熱
名　　前：安田　七星
所　　属：東京学館船橋高等学校



分　　野：デザイン
タイトル：スパゲッティモンスター
名　　前：三木　愛佳
所　　属：徳島県立名西高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：好きっていっぱい
名　　前：遠藤　真裕子
所　　属：宮城県宮城野高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：どっちなの！？
名　　前：泉屋　優衣
所　　属：福岡県公立古賀竟成館高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：モザイク
名　　前：當間　京佳
所　　属：國學院高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：彩みし頃
名　　前：渕上　春奈
所　　属：福岡県立香住丘高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：PM:6:45
名　　前：篠倉　彩佳
所　　属：福岡県立香住丘高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：おぼれる
名　　前：冨田　結衣
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：お母さんいつもありがとう
名　　前：池田　亜弓
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：時間を大切に !!
名　　前：西上　美沙
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：LIVE AND LET LIVE
名　　前：黒木　美里
所　　属：宮崎県立佐土原高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：嗚呼ノスタルジア
名　　前：中田　彩季絵
所　　属：神奈川県立菅高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：デイバス隊 ! 全員集合 !!
名　　前：道下　和希
所　　属：島根県立大田高等学校



分　　野：デザイン
タイトル：あふれ出る創造
名　　前：萩原　亜季
所　　属：和歌山市立和歌山高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：警告くじらと平穏な街
名　　前：廣田　智美
所　　属：作新学院高等学校

分　　野：デザイン
タイトル：今昔～空に手をかざして～
名　　前：荒　正喜
所　　属：福島県立相馬東高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：méli-mélo
名　　前：船本　祥子
所　　属：兵庫県立西宮香風高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：L’ oiseau Blew
名　　前：小坂　春花
所　　属：岐阜県立大垣桜高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：Middle Ages
名　　前：小川　裕美
所　　属：岐阜県立大垣桜高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：正
名　　前：村田　悠二
所　　属：兵庫県立龍野北高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：みにつケーキ
名　　前：林　眞邑
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：凪
名　　前：髙橋　佑奈
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：knot
名　　前：船本　祥子
所　　属：兵庫県立西宮香風高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：散る日残らず
名　　前：田村　和佳菜
所　　属：京都精華女子高等学校



分　　野：工芸
タイトル：私ワールドマスカレード
名　　前：吉川　みさき
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：工芸
タイトル：剣山
名　　前：竹内　稜
所　　属：関西文化芸術学院

分　　野：工芸
タイトル：宇宙バッタ
名　　前：澤田　彩花
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：工芸
タイトル：星源
名　　前：竹内　杏
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：工芸
タイトル：迷走事変
名　　前：武田　梨乃
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：工芸
タイトル：ぱんだ
名　　前：永田　知子
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：工芸
タイトル：遊
名　　前：山本　明未
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：工芸
タイトル：穴海
名　　前：盛岡　みう
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：抜けだせ
名　　前：積田　千尋
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：大地を踏む
名　　前：佐々木　都后
所　　属：福岡県立太宰府高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：Cycling Man
名　　前：松井　一輝
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校



分　　野：彫刻
タイトル：梟の刻
名　　前：芝田　莉那
所　　属：和歌山県立熊野高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：Leaking Gerota
名　　前：谷崎　荘太朗
所　　属：徳島県立城ノ内高等学校

分　　野：建築
タイトル：感を養う家
名　　前：松岡　龍生
所　　属：三重県立津工業高等学校

分　　野：建築
タイトル：BOX for MOUNT MOUNT for ECOLOGY
名　　前：菅原　純
所　　属：静岡県立科学技術高等学校

分　　野：建築
タイトル：Hanging Garden
名　　前：大山　壱織
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：建築
タイトル：路地からつながるあつまるひろがる
名　　前：大橋　千夏
所　　属：静岡県立科学技術高等学校

分　　野：建築
タイトル：水と共に暮らす
名　　前：山杢　光
所　　属：静岡県立科学技術高等学校高等学校

分　　野：建築
タイトル：海と縁側とフレームと…
名　　前：中野　萌子
所　　属：静岡県立科学技術高等学校

分　　野：建築
タイトル：都会の森
名　　前：清水　瑠美香
所　　属：静岡県立科学技術高等学校

分　　野：建築
タイトル：煙突で支える喜びと感謝の食育
名　　前：池田　葉月
所　　属：静岡県立科学技術高等学校



分　　野：写真
タイトル：ゆめうつつ
名　　前：近藤　冴夏
所　　属：山口県立下松高等学校

分　　野：写真
タイトル：ぬくもり
名　　前：秋山　五朗
所　　属：大阪府立成城高等学校

分　　野：写真
タイトル：秋を撮る
名　　前：田野　寛太
所　　属：和歌山県立神島高等学校

分　　野：写真
タイトル：仮想事実
名　　前：白﨑　彩乃
所　　属：クラーク記念国際高等学校

分　　野：写真
タイトル：Free Life,Smiling days
名　　前：佐藤　琴音
所　　属：北海道札幌丘珠高等学校

分　　野：写真
タイトル：僕らの日
名　　前：青山　達哉
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：写真
タイトル：捕食
名　　前：畠山　奈々
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：写真
タイトル：やさしい時間
名　　前：坂本　奈央
所　　属：和歌山県立神島高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：睡蓮
名　　前：井上　咲季
所　　属：三重県立名張桔梗丘高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：これくたー天使♡ハンナちゃん
名　　前：中島　雅
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：死神リリー、参上 !!
名　　前：白井　亜実
所　　属：愛知県立豊丘高等学校



分　　野：キャラクター
タイトル：Mechanic ーメカニックーギア・ウェル
名　　前：阿部　ゆめり
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：夢の番人ムー
名　　前：阿部　ゆめり
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：『おいしい野菜を、ベジ食ぶる？』
名　　前：村瀬　あい
所　　属：和歌山県立橋本高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：水墨と文学者
名　　前：田形　明希
所　　属：大阪府立農芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：踊り子
名　　前：早川　美奈
所　　属：愛知県立知立東高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：ダンスパーティ
名　　前：遠山　里加
所　　属：愛知県立知立東高等学校

分　　野：漫画
タイトル：巨匠のいる学校
名　　前：大﨑　笙子
所　　属：帝塚山学院高等学校

分　　野：漫画
タイトル：俺と単位と鬼ごっこ
名　　前：村上　美里
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：漫画
タイトル：絶対青春 !!　～漫画みたいに部活したい～
名　　前：土井　美紗代
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：漫画
タイトル：冬のある日の話
名　　前：片岡　真歩
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：漫画
タイトル：「」
名　　前：竹原　優
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：漫画
タイトル：インスタントヒーロー
名　　前：赤野　知基
所　　属：大阪府立清水谷高等学校



分　　野：漫画
タイトル：最近入った新人が仕事を覚えなさすぎる
名　　前：村上　美里
所　　属：神戸市立六甲アイランド高等学校

分　　野：文芸
タイトル：アメフラシ
名　　前：浅井　香穂
所　　属：鹿児島県立鶴丸高等学校

分　　野：文芸
タイトル：空と唇
名　　前：山本　京
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：文芸
タイトル：天丼とリップグロス
名　　前：高橋　沙也葉
所　　属：鹿島学園高等学校

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

分　　野：映像
タイトル：花を咲かせて
名　　前：曽我　みなみ
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：映像
タイトル：かおのしごと
名　　前：伴野　麻実
所　　属：鈴鹿高等学校

分　　野：映像
タイトル：The Rising Sun
名　　前：細谷　日夏子
所　　属：Etobicoke school of the Arts

分　　野：映像
タイトル：Dream lab’
名　　前：渡辺　光
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：映像
タイトル：Nature and a machine
名　　前：蛭川　亜美
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：映像
タイトル：わたし目線
名　　前：渡邉　玲
所　　属：香川県立高松工芸高等学校



分　　野：音楽
タイトル：Sad End
名　　前：辻　智貴
所　　属：大阪府立池田高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Beginning of Revolution
名　　前：木村　祐輔
所　　属：静岡県立浜松大平台高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Free Improvisation Ⅰ
名　　前：岡田　尚之
所　　属：啓明学院高等学校

分　　野：映像
タイトル：カナちゃんとぼく。
名　　前：林　奎吾、近沢　美里
　　　　　林　優吾、本城　克基
所　　属：箕面自由学園高等学校

分　　野：映像
タイトル：それでも桜は。
名　　前：井出　みちる、宇和野　ひかる
　　　　　小野　勇生、林　奎吾、林　優吾
所　　属：箕面自由学園高等学校

分　　野：音楽
タイトル：月の光に照らされて
名　　前：西垣　美希
所　　属：大阪府立東百舌鳥高等学校

分　　野：音楽
タイトル：私を泣かせてください
名　　前：栄本　和歌菜
所　　属：奈良県立高円高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Se tu m’ ami
名　　前：太島　優希
所　　属：京都府立西城陽高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Rosa
名　　前：長田　彩希
所　　属：奈良県立高円高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Day in my life
名　　前：西垣　美希
所　　属：大阪府立東百舌鳥高等学校

分　　野：映像
タイトル：not a one
名　　前：畠山　周太､今井　亜美、永縄　樹果
　　　　　平野　文菜、間瀬戸　花穂、渡邉　悠季
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校



分　　野：放送
タイトル：環境仮面
名　　前：吉田　壱成
所　　属：箕面自由学園高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Let’ s 楽しくリサイクル
名　　前：内山　千尋、野田　力、古川ひまわり
　　　　　佐藤　雅思、杉内　裕介、三瓶　拓磨
　　　　　鈴木　亜美、雉子波　未来、志鎌　奈月
　　　　　西澤　和弥、渡辺　一輝、松本　輝、齋藤　瑠香
所　　属：福島県立橘高等学校

分　　野：放送
タイトル：地球にやさしく
名　　前：大道　健矢
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：放送
タイトル：１つの種
名　　前：永縄　樹果
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：mix colors
名　　前：今井　亜美
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：SMART WALKING…？
名　　前：桑原　知沙都
所　　属：大阪市立東高等学校

分　　野：舞台
タイトル：愛と死
名　　前：山本　麻未
所　　属：百合学院高等学校

分　　野：舞台
タイトル：親不孝
名　　前：川島　義寛、畔田　歩実、井口　優菜、髙木　琴美、若林　勇太、高部　美里
所　　属：兵庫県立姫路工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：行列
名　　前：坂下　祐輔
所　　属：青森県立青森工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：傍観者
名　　前：後藤　光一
所　　属：岐阜県立岐阜総合学園高等学校
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