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分　　野：美術
タイトル：柿色
名　　前：有働　宗一郎
所　　属：茨城県立水戸桜ノ牧高等学校

分　　野：美術
タイトル：N の箱庭
名　　前：瀧口　千波瑠
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：枯影
名　　前：上村　朱里
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：Glow
名　　前：村山　菜々
所　　属：加藤学園暁秀高等学校

分　　野：美術
タイトル：なんちゃらバリバリ
名　　前：稲葉　麻衣
所　　属：静岡県立伊東高等学校

分　　野：美術
タイトル：私の家族
名　　前：日暮　梨津子
所　　属：千葉県立松戸六実高等学校

分　　野：美術
タイトル：まなざし
名　　前：宮木　奈緒
所　　属：京都府立南陽高等学校

分　　野：美術
タイトル：プロペラ飛行機が金魚になった日
名　　前：木村　美和
所　　属：愛媛県立今治北高等学校

分　　野：美術
タイトル：ひとりノわたし
名　　前：古川　彪
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：個性模様
名　　前：佐伯　未央
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：美術
タイトル：alibi ～他の場所で～
名　　前：木村　麻生子
所　　属：好文学園女子高等学校

分　　野：美術
タイトル：果てたモノ
名　　前：中栖　圭隆
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト



分　　野：美術
タイトル：cell
名　　前：竹沢　香奈
所　　属：宮城県宮城野高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：まぜるな危険
名　　前：安田　ひな野
所　　属：大阪府立布施高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：３R-egg
名　　前：桑原　ひな乃
所　　属：大分県立佐伯鶴城高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：アルミ缶兜
名　　前：小出　誠也
所　　属：静岡県立浜松江之島高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：朽ちる
名　　前：髙橋　拓真
所　　属：本庄第一高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：蛾女
名　　前：太田　夏海
所　　属：兵庫県立龍野北高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：馬
名　　前：塩路　甲斐
所　　属：宇部工業高等専門学校

分　　野：彫刻
タイトル：みちこ杯
名　　前：長友　結実
所　　属：宮崎県立佐土原高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：ギャラ串ー
名　　前：赤松　秦
所　　属：愛媛県立南宇和高等学校

分　　野：工芸
タイトル：銅打出し六角灯篭「華」
名　　前：前田　朋香
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：彫刻
タイトル：No.003
名　　前：岸田　響太郎
所　　属：三重県立津工業高等学校

分　　野：工芸
タイトル：夏
名　　前：髙橋　豊
所　　属：吉備高原学園高等学校



分　　野：工芸
タイトル：妖猫
名　　前：玉澤　泰成
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：工芸
タイトル：思季～舞爽儚寂～
名　　前：迫田　咲良
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：避行列車
名　　前：上田　悠加
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：白夜
名　　前：田和　亮
所　　属：関西文化芸術学院

分　　野：工芸
タイトル：トリカゴ
名　　前：渡辺　芽衣
所　　属：山梨県立富士北稜高等学校

分　　野：工芸
タイトル：もりのとり
名　　前：船木　小代
所　　属：北海道札幌平岸高等学校

分　　野：工芸
タイトル：渡邊　隆生
名　　前：彼は無を噛みしめ座る
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：誕生
名　　前：元氏　希映
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：Magic of the fairy
名　　前：長谷　菜央
所　　属：大阪府立金岡高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：侵食
名　　前：髙橋　可奈
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：ファッションデザイン
タイトル：土星～サターン～
名　　前：島尻　稚菜
所　　属：沖縄県立首里高等学校



分　　野：建築
タイトル：SHIZUKU
名　　前：髙坂　昌樹
所　　属：北海道札幌工業高等学校

分　　野：建築
タイトル：Breathe Break Area
名　　前：高橋　俊光
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：建築
タイトル：Bird Watching Place
名　　前：黒岩　法光
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：建築
タイトル：BUS STOP ～過疎地域のみんなの家～
名　　前：杉山　あゆみ
所　　属：山梨県立甲府工業高等学校

分　　野：建築
タイトル：路地裏古書堂
名　　前：鳥山　芽久
所　　属：山梨県立甲府工業高等学校

分　　野：建築
タイトル：街の裏側が、私の表になる～忘れ去られた川～
名　　前：平塚　友紀
所　　属：北海道札幌工業高等学校



分　　野：写真
タイトル：音の光
名　　前：松田　由樹
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：写真
タイトル：希望と標
名　　前：三木　聖也
所　　属：大阪府立長野高等学校

分　　野：写真
タイトル：蠢く小人
名　　前：加藤　大雅
所　　属：愛知県立岡崎東高等学校

分　　野：写真
タイトル：はるかな願い
名　　前：坂口　美波
所　　属：山口県立下松高等学校

分　　野：写真
タイトル：うねり
名　　前：野島　和也
所　　属：常翔学園高等学校

分　　野：写真
タイトル：夜中のピクニック
名　　前：井上　太志
所　　属：育英高等学校

分　　野：写真
タイトル：目覚め
名　　前：髙橋　美喜
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：写真
タイトル：光の射す方へ
名　　前：川上　洸
所　　属：日本ウェルネス高等学校

分　　野：写真
タイトル：午後の一瞬
名　　前：吉田　理奈
所　　属：茨城県立笠間高等学校

分　　野：写真
タイトル：Non-Smoking
名　　前：田村　えれな
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：写真
タイトル：どうか気づいて
名　　前：木下　葉月
所　　属：福井県立丹生高等学校

分　　野：写真
タイトル：蒼い迷宮
名　　前：山下　湧平
所　　属：大阪府立成城高等学校



分　　野：写真
タイトル：自分の目線
名　　前：山本　紗代
所　　属：和歌山県立神島高等学校

分　　野：写真
タイトル：嵐に花
名　　前：大田　綾花
所　　属：大阪府立成城高等学校

分　　野：写真
タイトル：夕焼けバンド
名　　前：岡田　陽佳
所　　属：和歌山県立神島高等学校

分　　野：写真
タイトル：包まれて
名　　前：山田　凌
所　　属：香川県立坂出高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：どこかのゆうひ
名　　前：鈴木　満未花
所　　属：星槎国際高等学校広島学習センター

分　　野：イラストレーション
タイトル：うん
名　　前：寺野　葉
所　　属：関西大学第一高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：あ
名　　前：寺野　葉
所　　属：関西大学第一高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：熱中
名　　前：黒木　梨乃
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：慰め
名　　前：稲飯　亜佳音
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：イラストレーション
タイトル：メテ男の旅
名　　前：美馬　匠吾
所　　属：徳島県立名西高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：とおりゃんせ
名　　前：甲斐　詩織
所　　属：宮崎県立佐土原高等学校



分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：小学生らしさ
名　　前：貞末　歩夢
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：Concealed picture
名　　前：池田　梨沙
所　　属：宮崎県立佐土原高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：みんな違ってみんないい
名　　前：澤　香菜子
所　　属：郡山女子大学附属高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：渡し箸
名　　前：金本　優弥
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：授業放棄
名　　前：松﨑　空
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：ゴミヤキ
名　　前：吉竹　遥香
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：女子高校生の日常
名　　前：渡辺　桃香
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：笑顔は健康！
名　　前：石田　麻理子
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：グラフィックデザイン
タイトル：時代遅れの問題行動
名　　前：水上　聖汰
所　　属：福岡県立八幡中央高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：剣士と剣
名　　前：重田　知美
所　　属：日本放送協会学園高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：愛され系♡ネットアイドルみるく姫
名　　前：富本　祐理
所　　属：神戸市立兵庫商業高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：木娘
名　　前：伊奈　沙織
所　　属：愛知県立安城高等学校



分　　野：キャラクター
タイトル：エイリアンアパート
名　　前：三川　沙織
所　　属：大阪府立港南造形高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：金魚への憧れ
名　　前：竹本　朱里
所　　属：広島県立高陽東高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：小さなサーカス
名　　前：宮前　早紀子
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：道中にて
名　　前：中村　茜音
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：愛しき子どもたち
名　　前：坂野　凪
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：イラッシャイマセ！
名　　前：渡邉　真悠
所　　属：大阪市立工芸高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：正獣の化身
名　　前：榊原　くみ
所　　属：愛知県立瀬戸窯業高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：空旅
名　　前：野田　寛登
所　　属：和歌山県立和歌山高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：花の妖精
名　　前：原田　佳純
所　　属：愛知県立豊丘高等学校

分　　野：漫画
タイトル：契り
名　　前：舟本　絵理歌
所　　属：広島県立忠海高等学校

分　　野：漫画
タイトル：ずっと
名　　前：宮坂　新菜
所　　属：大阪府立成城高等学校

分　　野：キャラクター
タイトル：衝突亀兎
名　　前：浅野　青葉
所　　属：京都市立銅駝美術工芸高等学校



分　　野：漫画
タイトル：追石者　ヒスイ
名　　前：本折　有基
所　　属：三重県立久居農林高等学校

分　　野：文芸
タイトル：となりのにらむ女子
名　　前：袖中　健太郎
所　　属：大商学園高等学校

分　　野：漫画
タイトル：エピローグ。
名　　前：豊永　さつき
所　　属：福岡県立太宰府高等学校

分　　野：漫画
タイトル：ハラペコウォーズ
名　　前：三浦　拓海
所　　属：兵庫県立尼崎工業高等学校

分　　野：漫画
タイトル：情けは人の為ならず
名　　前：中田　爽香
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：思ひ出簪
名　　前：田中　桃香
所　　属：好文学園女子高等学校

分　　野：文芸
タイトル：オレンジジュースと考える
名　　前：田中　優花
所　　属：福井県立藤島高等学校

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

分　　野：映像
タイトル：餅つき手伝って！
名　　前：菊池　桃
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：映像
タイトル：岡部の新世界
名　　前：安宅　彰晟、瀧　知恭、竹澤　諒彦
所　　属：富山県立南砺福野高等学校

分　　野：映像
タイトル：ダンダン 2
名　　前：安田　直彬、鈴木広大
所　　属：仙台市立仙台工業高等学校

分　　野：映像
タイトル：蜘蛛の糸
名　　前：矢沢　栞里
所　　属：神奈川県立弥栄高等学校

分　　野：映像
タイトル：colors
名　　前：渡邊　彩花
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校



分　　野：映像
タイトル：どーこだ？
名　　前：信田　美桜
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：映像
タイトル：つなぐ
名　　前：信田　美桜、伊藤　成美
　　　　　加藤　幸希、中村　光里
　　　　　野久　真由香
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：音楽
タイトル：STILL
名　　前：菊地　宗一郎
所　　属：立命館宇治高等学校

分　　野：音楽
タイトル：ピアノ演奏ブラームス・ラプソディ第１番
名　　前：木原　彩夏
所　　属：奈良県立高円高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Orientale
名　　前：平塚　理苗
所　　属：京都学園高等学校

分　　野：音楽
タイトル：ピアノソナタ No.8 第３楽章 L.v.Beethoven
名　　前：下久　聡二郎
所　　属：興國高等学校

分　　野：音楽
タイトル：青丹戦闘劇
名　　前：石井　晴佳
所　　属：橿原学院高等学校

分　　野：音楽
タイトル：スケルツォ第１番 Op.20
名　　前：瀧沢　夏希
所　　属：奈良県立高円高等学校

分　　野：音楽
タイトル：Suite hell’ enique
名　　前：中　桃子
所　　属：三重県立名張桔梗丘高等学校

分　　野：音楽
タイトル：ピアノ演奏リスト・タランテラ
名　　前：木原　愛夏
所　　属：帝塚山高等学校



分　　野：舞台
タイトル：キャロリング
名　　前：平居　佐苗、畔田　歩実、井口　優菜、今出　愛美、佐竹　舞華
　　　　　若林　勇太、山本　英範、山本　崚太郎、長谷部　真生
　　　　　鈴木　恵美、三木　志織、川島　義寛、前田　晴帆、前田　海
所　　属：兵庫県立姫路工業高等学校

分　　野：舞台
タイトル：私を呼ぶ声
名　　前：門脇　まりん
所　　属：高知県立高知南高等学校

分　　野：放送
タイトル：空気
名　　前：近藤　結美
所　　属：福島県立福島西高等学校

分　　野：放送
タイトル：あなたはどっち？
名　　前：齋藤　璃香、二階堂　恵理、阿部　円香、梅津　美希、佐々木　晃穂
　　　　　熊坂　佳南、鈴木　亜美、松本　輝、西澤　和弥、渡辺　一輝
　　　　　三瓶　拓磨、志鎌　奈月、鳴原　悠介、杉内　裕介、雉子波　未来
所　　属：福島県立橘高等学校

分　　野：放送
タイトル：恋愛ファイター
名　　前：木村　美紅
所　　属：青森県立青森工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：勇気
名　　前：西岡　拓真、栗山　歩実、高岡　さくら、中島　彩夏
　　　　　小谷　和輝、高戸　魁也、秋山　紗葉、城山　優衣
　　　　　浦島　克彰、馬場　柾、川野　侑香、近藤　香織
所　　属：大阪夕陽丘学園高等学校

分　　野：放送
タイトル：ガマズミ
名　　前：伊藤　成美
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：守りたいもの
名　　前：野久　真由香
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校

分　　野：放送
タイトル：□＋△＝
名　　前：中村　光里
所　　属：岐阜県立岐阜工業高等学校
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