
 特選

○特選（文章部門）

「 鎧の中の13歳 」

○特選（短文部門）

「わらっちゃう　おなじところで　おおわらい 」

○特選（絵画部門）

「 幸せみつけた 」

 優秀賞

文章部門

短文部門

絵画部門
アソカ保育園4歳児

すずき はな

鈴木 花菜

さいとう かえで

齊藤 楓

おだしま ひまり

小田嶋

認定こども園上宮第一幼稚園5歳児

横手南小学校2年

増田小学校4年

横手支援学校高等部1年

横手北小学校3年

雄物川小学校5年

朝倉小学校4年

旭小学校6年

横手明峰中学校3年

令和3年度 第16回読書に関する作品コンクール　入賞者

十文字中学校1年

増田小学校1年

雄物川小学校6年

雄物川小学校1年

佐藤 幸輝

ごとう あおば

後藤 葵羽

たなか ゆうか

田中 優花

いけがみ さくら

池上 桜花

さとう こうき

日葵

ふじい あやね

藤井 文音

遠藤 采蘭

莉菜

たかはし　 あすか

高橋 明日香

たかはし　 みれあ

髙𣘺 深怜愛

えんどう さら

おがた なごみ

しおた まりな

塩田

緒方 和

おばら ゆうま

小原 悠慎



入選

文章部門 大森小 2年 佐々木　悠李 ささき　ゆうり

雄物川小 4年 佐藤　菜夏 さとう　なな

〃 〃 辻田　佳永 つじた　かえ

横手南小 5年 塩田　悠乃 しおた　ゆうの

栄小 〃 照井　心晴 てるい　こはる

雄物川小 〃 相原　有里 あいはら　ゆり

横手南小 6年 菅原　彩生 すがわら　あやみ

朝倉小 〃 森田　有莉紗 もりた　ありさ

横手南中 3年 細井　美伶 ほそい　みれい

横手北中 〃 遠山　涼華 とおやま　りょうか

増田中 〃 藤原　　亜依 ふじわら　あい

横手明峰中 〃 伊藤　瑠菜 いとう　るな

短文部門 横手南小 1年 柿﨑　新 かきざき　あらた

醍醐小 2年 齋藤　葵 さいとう　あおい

大森小 〃 遠藤　綸 えんどう　いと

十文字小 〃 小野寺　陽斗 おのでら　はると

横手北小 3年 高橋　琉雅 たかはし　りゅうが

雄物川小 〃 菊池　彩 きくち　さえ

〃 4年 辻田　佳永 つじた　かえ

大森小 〃 備前　希羅 びぜん　きら

横手南小 5年 塩田　悠乃 しおた　ゆうの

朝倉小 〃 岩舘　泰我 いわだて　たいが

横手北小 〃 岡本　まあや おかもと　まあや

十文字小 〃 佐々木　雄一郎 ささき　ゆういちろう

横手南小 6年 真田　凛太郎 さなだ　りんたろう

十文字中 1年 千田　智文 ちだ　ともふみ

増田中 2年 渡部　美紗 わたなべ　みさ

平鹿中 2年 木村　京都 きむら　けいと

〃 〃 泉　樹希 いずみ　いつき

横手支援学校 中学部3年 高橋　美咲 たかはし　みさき

一般 一般 後藤　昇 ごとう　のぼる

絵画部門 浅舞感恩講保育園 4歳児 阿部　礼楠 あべ　らなん

下鍋倉保育所 〃 佐藤　徠月 さとう　らいる

醍醐保育園 〃 遠藤　蒼大 えんどう　そうだい

認定こども園上宮第一幼稚園 〃 髙階　柊茉 たかかい　しゅうま

認定こども園上宮第二幼稚園 〃 石川　凛叶 いしかわ　りんと

大森保育園 5歳児 蛭川　晴哉 ひるかわ　はるや

認定こども園上宮第一幼稚園 〃 佐々木　結清 ささき　ゆうせい

〃 〃 伊藤　維泉 いとう　いずみ

認定こども園上宮第二幼稚園 〃 打川　暉 うちかわ　だいき

〃 〃 髙橋　春日 たかはし　はるひ

浅舞小 1年 菅原　桜月 すがわら　さつき

雄物川小 〃 下総　唯 しもふさ　ゆい

浅舞小 2年 佐々木　真夕 ささき　まゆ

大雄小 〃 佐藤　響子 さとう　きょうこ

浅舞小 3年 山本　彩葉 やまもと　いろは

吉田小 〃 柴田　桜子 しばた　さくらこ

雄物川小 5年 相原　有里 あいはら　ゆり

栄小 6年 山中　心愛 やまなか　みあい

横手支援学校 小学部2年 佐藤　結香 さとう　ゆいか

〃 小学部3年 山谷　優翔 やまや　ゆうと

〃 小学部4年 最上田　宗祐 もがみだ　そうすけ

〃 高等部1年 佐々木　丈 ささき　じょう

〃 〃 佐々木　優 ささき　ゆう

〃 〃 髙橋　愛花 たかはし　まなか

〃 〃 奥山　心美 おくやま　ここみ


